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第一章 序論

1.1.背景及び目的

≪循環 ･廃棄のインテグレーション≫

大量生産･大量消費の当然の結果とも考えられる大量廃棄は,量のみならず質の多様性を伴い,

様々な形で社会問題化してきた｡1･2)それに対し,廃棄物減量化及び資源有効利用の観点から,｢循
環型社会の形成｣がキーワー ドとなり,各所で循環型システム構築に向けた取り組みが進められ

ている｡しかし,循環型社会形成の初期にあっては,各主体間での具体的なシステム像の共有は

十分とは言えず,達成に向けた技術的 ･制度的サポー トは,多角的な評価の視点やバランスを欠

いたものとならざるを得ないのが現状であろう｡原因の一つに,循環 ･廃棄に対する階層対策へ

の傾倒,特定の階層対策への固執が考えられる｡これに対し,実際には階層対策の個々の役割と

限界とを認識し,全体を総合的にデザインすべきであり,インテグレートされた循環 ･廃棄処理

の考え方が重要になるとの示唆がある｡ 3)ここで,

･ 循環 ･廃棄に対する階層対策-･減量,再使用,リサイクル,再生,処分の順で階層を設

け,上位のオプションほど望ましいと考える廃棄物対策

･ インテグレートされた循環 ･廃棄処理- 廃棄物への対策として,環境,エネルギー,経

済,社会政策に関して十分な考慮を行いつつ,ヒトや環境の健康を保全するよう最適化さ

れたシステムで,廃棄物に対する階層対策を少なくともひとつ以上含むもの

と定義される｡ 3)

≪リスク管理の視点≫

循環 ･廃棄のインテグレーションに当たって,考慮すべき重要な視点と考えられるのが,リス
ク管理の視点であろう｡

リスクという概念は,将来の望ましくない事象が発生する不確実さの程度及びその結果の大普

さの程度を扱うものであり,4)リスク管理では,不確実性を含みつつ,利用可能な情報のもとで,

一定の結論を下していく経験を積み重ねてきた｡ 5)従って,様々な点において不確実性をはらむ

循環 ･廃棄システムを検討対象とするには,リスクという概念でのアプローチが適合すると考え

られる｡また,リスク管理において対象とするリスクの範囲は,ヒトの健康や身近な生態系への

影響のみならず,資源保全性や地球気候変動性等を含めた地球環境保全性という枠組みにまで広

げることができる｡従って,局所的な健康 ･環境影響を基準値等と比較することによるリスク制

御は勿論のこと,環境容量や持続可能性という制約の下で,地球環境影響を大局的に捉える手段

としても有効と考えられる｡
これら異なるスケールのリスクを同時に考慮に入れつつ,システムをインテグレー トするため

には,社会的合意の下での何らかの優先順位付けが必要となる｡システム構築の初期に当たる現

時点では,特に前者の局所的リスクを把握し,対処しておくことが肝要だと考えられる｡その中

でも,有害化学物質のヒトへの曝露に伴うヒト健康リスクは,第一に対象とすべきテーマの一つ
であろう｡

≪有害化学物質への曝露に伴うヒト健康リスク≫

多種多様な素材や部品からなる製品には,様々な性状を持つ化学物質が含まれている｡それら

は使用後,循環 ･廃棄システムへ流入するが,現状では必ずしも素材や物質の特性や挙動が評価

された上で,それに応じた適正な処理過程へ導かれている訳ではない｡例えば,廃木材について

循環 ･廃棄の階層性が処理ルー ト選択の判断基準とされている場合,階層の上位に位置する廃木

材の再使用やリサイクルが優位に評価されることとなる｡しかし,廃木材には木材保存剤で処理

された木材が混入している可能性があり,場合によっては,それらに由来する物質が再使用過程

やリサイクル処理過程において放出し,プロセス従事者やその周辺住民,そして再使用晶やリサ

イクル晶の使用者の健康へ影響を及ぼす可能性が考えられる｡さらに,そのような場合に廃木材

との因果関係が証明されたり,発癌性物質に対する実質安全用量 (VSD:virtuallysafedose)や非

発癌物質に対する一日許容摂取量 (AI)I:acceptabledailyintake),または参照用量 (RfD:reference
dose)の超過が明らかになったりすると,社会問題となり,廃木材の循環システム全体が否定さ

れる事態にもなりかねない｡従って,焼却等の処分により無害化しリスクを回避するという選択

肢も含めたインテグレーションの視点が重要となってくる｡

≪本研究の目的≫

以上のように,発生源や性状が多種多様であり,その使用後の運命 (廃棄ルート,排出先,処
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理過程)も様々である循環資源 (※)を対象とするにあたっては,まず,資源循環過程における
化学物質の特性や挙動を十分に整理し,システム構築に支障をきたしたり,社会的ダメージを与

えたりする可能性の大きいリスクを洗い出す段階が必要だと考えられる｡そして,そのようなリ

スクを管理するための社会的 ･工学的技術を備えながら,広義の環境リスクをも対象としてシス

テムインテグレーションを展開して行くことが,循環型社会を持続可能なあり方として位置づけ
るものと考える｡

そこで本研究では,ヒト健康リスクと資源保全性,地球環境保全性全体を視野に入れたインテ

グレーションのための方法論の第一歩として,このように多くの種類の循環資源と多くの過程を

対象としたときのリスク研究の展開方法を検討した｡また,その事例研究として,廃木材を対象

とした場合の現時点でのアプローチ及び成果を示した｡

1.2.構成

第二章において,まず,循環 ･廃棄のインテグレーションに関するアプローチの動向,それを

支援 ･構成する個別の評価ツール,その中でのリスク研究の位置づけ及び動向を整理した｡その

上で,本研究の特徴を提示し,循環 ･廃棄過程におけるリスク研究の展開方法 (フレームワーク)
を概説した｡

第三章においては,第二章で示した研究のフレームワークに従い,廃木材を対象とした場合の

アプローチを事例研究として示した｡具体的には,まず,2節において,廃木材資源のキャラク

タライゼ-ションとして,情報収集 ･整理を行い,それを基に今回研究対象とする化学物質や循

環過程,そして調査の展開方法を設定した｡3節においては,その調査に用いる廃木材資源のリ

スクキャラクタライゼ-ション手法として,廃木材資源に含まれる対象化学物質 (特にダイオキ
シン類)への化学分析とバイオアッセイ手法の適用を比較 ･検討した｡4節,5節,6節において

は,それぞれ 廃木材の再使用,廃木材からの家畜敷料製造,廃木材からの建設部材 (パーティ

クルボー ド)製造,の循環過程ごとに,調査 ･研究を展開した｡7節においては,これらの結果

をまとめて現段階での結論を述べ,今後の課題及び研究の展開を検討した｡

第四章においては,ケーススタディーの結果をまとめ,今後の研究を展望した｡

備考 (用語解説)

※ 排出されたものすべてを資源として捉え,リユース ･リサイクルをするというメッセージを

込めて作られた新しい言葉 6);循環 ･廃棄の階層性を意識させる解説であるが,ここではその
ようなニュアンスは排除し,あらゆる潜在性を有しているという意味で使用する

第 1章の参考文献

1) 高月鉱,酒井伸一:有害廃棄物-クリーン,サイクル,コントロールの視点から-,中央法規出

版 (1993)
2)酒井伸一:ゴミと化学物質.岩波新書 (1998)
3)酒井伸一,森千里,植田和弘,大塚直:循環型社会科学と政策,有斐閣アルマ (2000)
4)日本リスク研究学会:リスク学事典,TBSブリタ二九 東京 (2000)
5) 土木学会環境システム委員会:環境システムーその理念と基礎手法-,共立出版株式会社,

東京 (1998)
6)環境省:http:〟www.env.go.jp/recycle/index.html
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第二章 循環資源に対するリスク研究の展開について

2.1.はじめに

本章では,循環資源に対するリスク研究の動向について,その周辺情報を含めて整理した上で,

本研究での展開方法を提示した｡まず,2節において,循環 ･廃棄のインテグレーションに関す

るアプローチの動向,それを支援 ･構成する個別の評価ツール,その中でのリスク研究の位置づ

け及び動向を整理した｡そして,3節において,本研究で提示する循環 ･廃棄過程におけるリス

ク研究の展開方法及びその特徴を概説した｡

2.2.循環 ･廃棄のインテグレーションのための方法論

2.2.1.循環 ･廃棄のインテグレーションのための方法論

≪循環 ･廃棄政策の変遷≫

第二次大戦後に公衆衛生学的視点から始まった日本の循環廃棄政策は,廃棄物の適正な安定化

処理が主眼となっており,焼却処理を中心とした技術開発や施設立地が推進されてきた｡しかし,

1980年代になって ｢大量生産,大量消費｣に知られる産業社会と消費社会の構造に起因して,磨

棄物の発生が様々な形で社会問題化する局面を迎えた｡このような流れを受け,1991年の改正廃

棄物処理法,1993年の環境基本法においては,循環を基本原理とする指針が示されることとなっ

た｡その基本原理の下で各種取り組みを具現化するにあたっては,循環 ･廃棄の階層対策の考え

方が基本認識となっている｡これは,減量,再使用,リサイクル,再生,処分の順で階層を設け,

上位のオプションほど望ましいと考える廃棄物対策のことである｡

一方,この考え方によって,階層性 (上流対策)への傾倒や単独の対策への固執を生み出して

いる場面が少なくない｡しかし,個々の階層対策には限界があり,また,対策による効果を評価

する視点は多様であるため,バランスのとれた健全な循環型社会形成に向けては,このような傾

向を克服する必要があるだろう.このような視点から,循環 ･廃棄のインテグレ-ションの議論

が展開されている｡ 1~3)

≪循環 ･廃棄のインテグレーション手法≫

循環 ･廃棄のインテグレーションとは,環境,エネルギー,経済,社会政策に関して十分な考

慮を行いつつ,ヒトや環境の健康を保全するよう最適化することであり,廃棄物に対する階層対

策を少なくともひとつ以上含むものと定義される｡更に,この循環 ･廃棄のインテグレーション

の延長線上には,製品政策とのインテグレーションという大きな課題がある｡その際,特に留意

すべき点として,1)資源と経済社会から環境をめぐるマスバランスの問題,2)議論を進めていく過
程における市民参加のあり方に関する問題が挙げられている｡3)これらの問題解決に向けては,対

策の評価に資する良質な判断情報の蓄積が重要となるが,そのための個々の解析ツールについて

は,後述 (2.2.2参照)する通り,示唆に富むものが多い｡しかし,それらを用いてインテグレー

トする方法論は,まだ模索段階と考えられる｡

≪環境分野一般におけるインテグレーション手法の模索≫

現在,このようなインテグレーションの方法論を模索する動きは,廃棄物対策のみならず,罪

境分野全般においても共通して活発になってきている｡

例えば,環境システム研究においては,環境システムトータルの構図を的確につかみながら,

同時に将来に向かっての行動を計画として提起していく総合化を次の研究展開の課題としている｡

このために注意すべき点として,1)科学的な環境政策システムとするため,環境指標を体系化し,

使いやすい情報システムを構築すること,2)将来の見通しに関するシナリオライティングとそれ
に含まれる不確実性を把握し,分析結果の解釈の外側に出てしまう可能性の有無を確認しておく

こと,3)分析の総合性を担保するための姿勢として,環境の機能評価と社会経済的評価の相関飯
域を重点的に分析評価すること,をあげている｡4)この展開の先に,解析手法や評価指標等が異な

る複数のシステム分析を,何らかの形で総合 ･統合する方法論が提示されれば,循環 ･廃棄を複

合システムとして記述することにより,循環 ･廃棄のインテグレーションに資する情報が得られ

ると考えられる｡

また,環境政策決定 ･実施の場面においては,｢戦略的環境アセスメント (SEA:Strategic
EnvirorLmentalAssessment)｣の導入が求められ 一部試行されている｡これは,従来,個別事業の

実施(project)のみを対象としていた環境アセスメントを,それに先立つ政策(policy),計画(plan),
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プログラム (program)の3つのPにまで拡大するものであり,その意義は,1)環境への配慮を意

志決定に統合すること,2)事業実施段階での環境アセスメントの限界を補うことにあるとされる｡
5)この導入方法には様々なパターンが考えられるが,例えば,事業アセスメントでは評価が困難で

あった複数の事業等を総合した計画や,累積的影響の評価を含めた計画がその対象に含まれる｡

これを循環 ･廃棄政策に導入することにより,インテグレーションのための政策決定が図れると
考えられる｡

2.2.2イ ンテグレーション支援のための評価ツール

≪代表的な評価ツール≫

先述の通り,個々の対策を評価するために,様々な解析ツールが開発 ･実用化されている｡こ

れが将来的に,インテグレーションのベースとなると考えられる｡代表的なものとしては,ライ

フサイクルアセスメント (LCA:LifeCycleAssessment),リスク評価 (RA:RiskAssessment),比

較リスク分析 (CRA:ComparativeRiskAn alysis),フルコストアカウンティング,環境影響評価

(EIA:EnvironmentalImpactAssessment),マテリアルフロー解析 (MIA:MaterialFlowAn alysis),

サブスタンスフロー解析(spa:SubstanceFlowAn alysis),便益費用分析(BCA:Benefit-CostAn alysis)
廃棄物性状調査等が挙げられる｡ 3'6)

≪ライフサイクルアセスメント≫

中でも,循環 ･廃棄分野における活用が多く見られる評価手法の一つがLCAである｡これは,

製品の原材料の採取から製造,使用及び処分に至る生涯 (すなわち,ゆりかごから墓場まで)を

通しての環境側面及び潜在的影響を調査するものであり,考慮すべき概括的な環境影響の商域と

しては,資源利用,ヒトの健康及び生態系への影響が含まれる｡ 7)循環 ･廃棄分野での事例におい

て対象とされている廃棄物は,一般廃棄物全般から産業廃棄物,有機系廃棄物,製晶系,建設廃

棄物,プラスチック,焼却灰及び溶融スラグ,容器包装材と幅広い｡しかし,それらの事例の評

価項目は,温室効果ガスやエネルギー消費量が主流であり,有害物質等を扱ったものは少ないと
の指摘がある｡ 8)

≪リスク評価≫

LCAに対し,有害物質等による影響の精綾な評価のために多用されるのがRAである｡リスク

という概念は,将来の望ましくない事象が発生する不確実さの程度及びその結果の大きさの程度

を扱うものであり,RAとは,社会的,また個人的に影響を及ぼす事柄について,ある選択や意思

決定を行う際に伴うであろうマイナス要因とその実現可能性を,あらかじめ一定の論理性をもっ

て予測 ･検討し,備えようとする科学とその手法と言われる｡4)RAでは,不確実性を含みつつ,

利用可能な情報のもとで,一定の結論を下していく経験を積み重ねてきた5)ため,様々な点にお

いて不確実性をはらむ循環 ･廃棄システムを検討対象とするには,適当なアプローチと考えられ

る｡しかし,循環 ･廃棄分野は勿論のこと,一般的な環境分野においても,評価項目をヒトへの

健康影響や生態系への影響以外に拡大した例は少なく,また,ライフサイクル全体にわたるリス

クを総合的に扱ったものも少ない｡ 9)

RAにおいては,評価対象を資源保全性や地球気候変動性等を含めた地球環境保全性へと広げる

ことにより,環境容量や持続可能性という制約の下で地球環境影響を大局的に捉えることができ

ると考えられる｡これを従来のヒト健康影響評価と併せ,異なるスケールのリスクを考慮に入れ

ることにより,循環･廃棄のインテグレーションにおいても有効な手段として利用できると考え,

本研究ではこの手法に着目している｡そこで次に,そのリスク研究の動向及び具体的な定量評価

手法等を整理する｡

2.2.3.循環 ･廃棄のインテグレ-ションにおけるリスク研究

≪リスク研究の変遷≫

RAの定量化の基礎は16世紀に端を発し,公衆衛生,労働環境,地域環境汚染の問題をきっか

けとして発展してきた｡政府や経済組織の意思決定に用いられるようになったのは,RA手法の開

発が進んだ1950年代である｡ 10)その後,1990年代に入り,環境ホルモンのような新物質や地球環

境問題のような複合･多経路曝露の問題がクローズアップされるに至って,RAの手法も大きな転

機を迎えた｡つまり,局所的な問題を個別に評価していたものが,より広域 (国際)的で多様な

問題を多角的 ･大局的に評価しなければならない場面がでてきたのである｡
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≪リスク研究の位置づけ及び動向≫

Hofstetterら11)は,環境政策決定及びリスク管理の変遷を整理し,1)1960年代後半～1980年代

半ば (end-of-pipe技術で大気 ･水汚染問題に対処),2)1980年代後半～1990年代前半 (森林枯死

やBhopal,Schweizerhalle,Chernobylでの事故によるヒト･環境影響といった越境汚染の頻発),

3)近年 (ごく低濃度の化学物質の検出 ･リスク等の理解の広がり),の3つの時代に分けて,そこ
におけるリスク分析の位置づけ ･役割及び動向を論じている｡その中で,第三の時代にあたる近

年の動向については,前提として費用とリスクの両方を減らすことを目標としている時代である

ことを述べ,その上で,リスク管理のための比較可能な評価手法の必要性が認識され,end-of-pipe
技術での費用を削減するために源流対策 (汚染防止/インテグレートされた廃棄物処理)との連

動が図られ,環境管理の道具や基準,経済手法が導入されてきたと特徴付けている｡また,ここ

では,代替案を比較するために有効なツールとして,LCA,プログラマティツク比較リスク分析

(PCRA:ProgrammaticComparativeRiskAn alysis),代替案の相対的リスク分析 (cRAoA:

ComparativeRiskAn alysisofAltematives),リスクトレードオフ分析 (RTA:RiskTradeoffAn alysis),

健康一健康分析(Hm :Health-HealthAn alysis),BCA,費用効率分析(CEA:CosトEffectivenessAn alysis)
を挙げている｡

この低濃度化学物質へのリスク対策の時代に,他方で進められているのが循環型社会形成に向

けた取り組みである｡循環系におけるリスクとしては,1)資源を循環利用することで回避可能な

リスク (新規資源の開発に伴って発生するリスク),2)資源を循環利用することで新たに加わるリ

スク,3)循環型社会システムへの合意形成が遅れることで社会システムとしての統合の遅延がも

たらす各種リスク,に分類できるとされている｡ 4)ここで,2)のリスクはまさに循環型社会形成に
おいて化学物質によってもたらされるリスクを含む｡これに対しては,残留性有機汚染物質

(pops:persistentOrganicPollutants)に対する発生抑制,循環系との協調コントロール,環境サ
イクルコントロールの概念が基本的考え方となり得るとの主張がなされている｡ 3)

≪リスク評価とライフサイクルアセスメント≫

このように,直面しているリスクや社会的背景が変化する中で,循環 ･廃棄を初めとする環境

対策のインテグレーションに向けて注目を集めているのがRAとLCAとの関係 (差異/共通点,
今後の展開の可能性等)である｡ 12)

ここで,本研究においては,RA及びLCAを次のように定義する｡

･ RA- 特定のプロセス (事象)の負の影響を評価対象とし,図2-1に示す通り,1)有害性判

定,2)曝露評価,3)用量一反応評価,4)リスクの総合判定,という4つのステップからなるパ
ラダイム 13)を基本とする｡

･ LCA-･製品 (素材)のライフサイクルを通した環境影響を評価対象とし,図2-2に示す通

り,1)目的と範囲の設定,2)ライフサイクルインベントリ分析,3)ライフサイクルインパク

ト評価 (LCIA:LifeCyclelmpactAssessment),4)結果の解釈,5)報告,6)クリティカルレビ
ュー,という6つのステップからなるパラダイム7)を基本とする｡

Fig.2-1RAの枠組み

ライフサイウ
イン′〈クト解

ライフサイクルアセスメント(LCA)

ル柿 L旦些三重堅堅む工 鰭果 盟

ライフサイクルインベントリ分析 の

Ⅰ 解釈

ライフサイクルインパクト評価

Fig.2-2LCAの枠組み

また,本研究では,解析 ･分析 (analysis)とは,モデル等を用いて客観的な結果を導き出すプロ
セス,評価 (assessment)とは,その結果の解釈や判定を含めたプロセスと定義して用いた｡

RAとLCAは異なる評価手法であるが,実質的にいくつかの額域を共有している｡その特徴的
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な点を表2-1に整理 ･比較した｡10･12･14)重要な違いとしては,1)RAではリスク "許容性"の評価
が目的なので,絶対値が基本要素となるが,LCAでは線形的な挙動を仮定しているので,結果を

絶対値として扱うのは不適切であること,2)RAでは限定された時間･場所において特定のシナリ
オに従った場合の有害エンドポイントに焦点を当てるが,LCAでは異なる場所 ･時間における多

くのサブシステムや影響発生を含み,その時間や場所を統合して評価していること,が挙げられ
る｡ 10)一方で,RAとLCAが共有領域を多く有していることは明白であり,今後の展開として,

その得失を補い,活かし合う形で連動することが期待されている｡この連動は,1)RAを既存LCA

ツールの上に構築すること,2)LCA概念をRA手法に組み込むこと,のどちらかによって可能と
なる｡この選択は,RAとLCAのどちらが部分集合なのかといった議論上ですべきではなく,価
値ある情報提供のために互いに貢献しあうべきとの見解が示されている｡ 12)

≪リスク評価とライフサイクルアセスメントの連動≫
Matthewら15)は,RAを用いた毒性物質曝露の健康リスクのキャラクタライゼ-ション･定量化

による重要な職業/一般健康曝露リスクの同定は,政策対応の形式化の第-ステップに過ぎず,
どの対応がどこにも高リスクを生じることなく総リスクを低くできそうかを把握するためには,

LCAを含むより幅広い枠組みが必要であることを述べている｡そして,RAのLCAへの組み込み

について検討している｡課題は,LCAで求めた毒性物質等の環境放出インベントリーから,大気,

水,食品等の周辺濃度,そして関連したリスクの相対量への推定 ･変換方法であるとし,それに

対していくつかの具体的な変換方法を示している｡また,実際にRAの枠組みを使ってLCIAを
行った事例も報告されている｡ 16)いずれも議論･開発の余地があることをコメントしているが,こ
のような試みは,インテグレーションのための方法論を模索する上で,貴重な事例となるだろうo

Table2-1RAとLCAの比較 (文献 10,12･14)を基に整理)
RA LCA

目的 ･製品やプロセス,活動,作用物,出来事に関わる有害さの可能性と重大性の推定 ･製品システムによって提供されるサービスとして定義される機能単位に関わる環境影響の評価

(単位) 価値付けし,時間と場所に依存した物質ごとの総排出量として積み上げ,結果は単位機能当たりのある物質の排出量の一覧表として表される○

排出物の ･毒性学的なリスクに焦点を当てるのが一般 ･分析したシステムからの全排出物をカバーし,雨水 .降水の酸性化,富栄養化,地球温暖化等といった他の影響タイプを含む○
影響評価 的である○

評価結果の ･実際のリスクを算出し,許容値と比較することができる○ ･ 排出量データは時間と場所に依存し,機能単位に関連付けて得られるため,潜在的影響の相対的/比較上の評価が可能である (例えば,異なる製品システム間や異なる製品シス
解釈 .利用 テムの部分開で)○

･特に毒性放出物に関しては,LCAとRAにおける影響評価手法は,類似性を示す構成ブロック

に分けることができる○EUSESやcAⅠ:TOXのような毒性放出物に関するLCⅠAの最新モデル
をRAツールとして適用するということも十分考えられる.

その他,オー バ ー ラ ップしている基本領域 ･ ヒト健康影響を,社会的に重大性のある基準へ集成すること

･ 評価の重要側面下にある知的根拠や不確実性を特徴付けるためのアプローチの開発
･ いつ,どのように,問題定義,形成,分析,解釈に,有意義にステークホルダーを巻き込むか

の決定
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2.2.4.リスク同定 ･定量化のための具体的な手法

本研究で主眼をおく化学物質によるヒトへの健康影響に関するRAの枠組みは,図2-1に示す

通り,1)有害性判定,2)曝露評価,3)用量一反応評価,4)リスクの総合判定,という4つのステップ
からなるパラダイム 13)で表されることが一般的である｡それぞれのステップでは,次のような作

業が行われる｡4･17,18)

1) 有害性判定 (hazardidentification):ある事象 (化学物質への曝露)がある特定の健康影響を
引き起こしているか否かを明らかにし,評価すべき問題 (シナリオ)を設定する｡

2) 曝露評価 (exposureassessment):ある化学物質へのヒトの曝露量を解析する｡

3) 用量一反応評価 (dose-responseassessment):曝露の大きさ (化学物質の量)と問題になって
いる健康影響の大きさ (発生確率)との関係を定量化する｡

4) リスクの総合判定 (riskcbaracterization):2)と3)の結果から,リスクの性質や大きさと頻度
を,付随する不確実性と共に判定する｡

近年,多数かつ多様な問題に対して,限られた資源と労力で的確にニーズに応えることが求めら
れ,この4ステップのパラダイムを基本としつつ,RAの一連のステップをより正確かつ合理的に

行うためのアプローチ手法が構築されてきた｡特に,第-のステップである1)の有害性判定にお
いて,問題点の整理や評価戦略を重視する動きが見られる｡そこで,まず一連のアプローチ手法

及び有害性判定のステップについて,研究開発の動向を整理し,本研究で参考になりそうな具体

的手法をいくつか取り上げた｡また,2)の曝露評価及び3)の用量一反応評価は,定量化作業を含む
ステップであり,様々な手法が開発 ･導入されてきた｡そこで,これらについても,一般化され
た手法や現在の動向を整理した｡

2.2.4.1.RAのアプローチ手法及びそこにおける有害性判定手法
RAの4ステップのパラダイムを基本としつつ,評価対象や目的に応じた評価プロセスが構築さ

れ,中にはリスク管理の現場で実用化されているもの, またガイ ドライン化されているものもあ

る｡その代表的なものを具体例とともに表2-2に示す｡ 18･19･24~26)

Table2-2RAアプローチ手法の具体例 18,19･24-26)

分類例 概要 具体例

ランキングによる 化学物質の有害性と曝露の状況から定 ･日本化学工業協会:作業現場における健康リ性的にリスクをランク分けする○優先 スク管理

定性的アプローチ 順位をつけてリスク管理を行うといつ ･EU:リスクランキング手法 (EURAM:

た使い方をする. EuropeanUnionriskRankingMethod)

段階的アプローチ 初期評価と詳細評価の二 (複数)段階 ･OECD:生態リスク評価ガイ ドライン
で評価を行う○初期評価で問題があっ ･EU:化学物質の登録 .評価.許可 (REACH:
た場合に詳細評価を行うのが-般的で Registration,Evaluation,andAuthorizationfbr
ある○ chemicals)

特定の問題に特化 複雑な事象に対して,その事象の評価に適した詳細なアプローチ手法が構築されている.それぞれ重点を置くポイントが異なるq ･UsEPA:農薬に関する複合リスク評価プログラム

した複雑 .詳細な ･UsEPA:集積リスク評価プログラム

≪EUにおける化学物質に関するリスク政策≫

段階的アプローチの例としてあげたEUの化学物質の登録 ･評価 ･許可 (REACH:Registration,
Evaluation,andAuthorizationforChemicals)は,従来のEUにおける化学物質規制システムに変わ
る政策として提示されているものである｡ 19)従来のシステムでは,図2-3に示す通り,新規化学

物質と既存化学物質について別々の枠組みで対応してきた｡しかし,1)ヒト健康及び環境を高度

に保護すること,2)EU内部市場と化学業界の競争力を効果的に機能させることを目的に,図2-3
に示すような統合化した新たなシステムが提案されることとなった｡

この新システムでは,まず 『登録』の段階において,lton以上の生産量を持つ全化学物質の登

録(情報入力)が求められる｡この段階では,発癌･突然変異･生殖毒性(CMR:carcinogenic,mutagenic,

ortoxictoreproduction)物質及びpopsに分類される化学物質を,要所確認及びコンピューターに
よりスクリーニングする｡次に,『評価』の段階において,100ton以上の生産量を持つ化学物質
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(及び100ton以下でも当局が必要と判断した化学物質)についてリスク評価を実施し,許可の是
非を判断する｡CMR及びpop化学物質等の懸念が大きい特定の物質については,最後の 『許可』

の段階において,規制当局が許可の是非や条件を判断する｡ここでは,『登録』の段階がRAにお

ける有害性判定,そして段階的アプローチにおける初期評価に当たり,非常に重要な作業となる｡

しかし,現状では,cMR及びpop化学物質のスクリーニング技術はまだ十分とは言えない｡ま

た,cMR及びpop化学物質だけでなく,残留性塗 物濃縮性･毒性(PBT:persistent,bioaccumulative,

andtoxic)物質や超残留性 ･超生物濃縮性 (vpvB:Verypersistentandverybioaccumulative)物質
への対応も求められる｡これらについては,当局自身が課題としてあげ,さらなる研究の必要性

について言及している｡

この新しい政策に対しては様々な議論がある20~23)が,当局は次のような特徴 (長所)をあげて

おり,今後,議論を受けての変遷や,実際の導入による効果や問題点が注目される｡

･ より関心 (懸念)の大きい化学物質を対象にリスク評価ができる｡

･ 統合化により政策決定時間を短縮でき,これまで未着手だった物質に対応できる｡

･ 予防原則と結びついており,許容できないと早期に示唆された場合や規制措置が遅滞し
た場合には予防原則が適用される｡

･ 全てのステークホルダーに対してシステムの透明化を図れる｡

従来のシステム 新システム

EU市塙の/参入予定の化学物箕

登録(Registration)

○対象:EU市塙で年間生産JElton以上

の全化学物質(新規･既存に関わらない)

○登録データベース情報:特性.用途.I
性･環境･製造･安全性データ.予備的なリ
スクアセスメント

○ス9リーニングフィルター:CMR及び
pop化学物質

評価(Evaluation)

○対象:年槻生産iが多い(>100tons/
1,000tons;物質による)の全化学物質

○概要:エ集界がリスクアセスメントを実
施し､規制当局に捷出する

許可(Authorization)

○概要:規制当局が､懸念の大きい物質
(cMR及びpop)について､提出されたリ

スクアセスメントとl)スク管理情報を確認し､

特定の条件での使用を許可する/しない

受入

全体の80%に該

当すると推定さ
れている

承認

Fig.2-3EUの化学物質政策 (左 :従来のシステム/右 :新たに提案されているシステム)

≪usEPAにおける各種リスク評価プログラム≫

複雑な事象に対する詳細なアプローチの例としてあげたUsEPAの3つの評価プログラムは,
それぞれ特定の事象に特化したアプローチ手法が構築され,ガイドラインとして提示されている｡

それらのステップを図2-4に示す｡ 18,24-26)いずれも,1から7もしくは8ステップ目までがRAに
おける有害性判定に当たるが,このステップにそれぞれの特徴が集約されていることがわかる｡

複合リスク(aggregaterisk)評価 24)においては,単一物質ではあるが,環境中での道筋 (pathway)

(食品･飲料水･居住等)と経路 (route)(経口･経気道 ･経皮等)に関して複数 (multi-pathway,
multトroute)の曝露評価を実施する｡多経路曝露シナリオの設定及びデータ処理,感度解析等を重
視しているのが特徴的である｡

集積リスク (cumulativerisk)評価 25)においては,単一物質への曝露だけでなく,作用機構が類

似した複数の物質への曝露によるリスクをまとめて評価する｡複数の物質を総括的なシナリオに
まとめていく過程が特徴的である｡

8



子供の自主的化学物質曝露リスク評価 26)においては,多様な曝露源を同定し,共通した曝露経

路に統合してリスクを評価する｡多様な情報源の中から,曝露源に関する情報を収集 ･整理し,

曝露シナリオを絞り込んで行く過程が重要とされている｡また,曝露評価 (図中ではリスクアセ

スメントと表記)においては,段階的アプローチが採用されている｡

横合リスク(AggreBatCRisk) 集横リスク(cumlJJalivcRisk) 子供の化学物質鞍霞リスク
(chemicalRisktoChildren)

Fig.2-4USEPAの提示しているリスク評価ガイ ドラインの例

2.2.4.2.曝露評価4,17,18)

ヒトへの化学物質の曝露評価では,次のポイントにおける化学物質の濃度や挙動,及びポイン

ト間の関係を定量的に記述する｡

1)発生源 (source):発生する化学物質の種類,発生条件,発生量 ･頻度等

2)発生源から対象までの道筋 (pathway):環境媒体 (大気,水,土壌等の相)中での挙動及び
それにより決定する媒体中での時間的 ･空間的存在量 (濃度)

3)対象との接触点 (route):人体と接触する経路,体内に入った物質が対象臓器に到達するま
での体内挙動

最終的に,3)の対象との接触点のどの点での量的関係を曝露量とし,リスク判定に資するかに
関しては,次の4つの用量に分類する考え方があり,用量一反応評価結果と比較が可能な用量を推

定する必要がある｡

1)潜在用量 :接触する経路 (吸入空気,摂食食物,皮膚上付着物等)に含まれる化学物質量

2)適用用量 :吸収境界 (肺,消化管,皮膚等)に到達する吸収可能な化学物質量

3)体内用量 :吸収境界を通過する化学物質量

4) 到達用量 :特定の器官,組織等に輸送される化学物質量
曝露量の定量化には,次の3種類の手法がある｡

･ 接触点測定法 :曝露が発生している間の外部境界面での化学物質濃度を直接的に測定し

て曝露を推定する｡

･ シナリオ評価法 :曝露シナリオを仮定し,特定地点の媒体中の化学物質濃度を測定ある

いはシミュレーション技法で間接的に決定し,リスク対象となる個人や集団を同定し,

その曝露期間と濃度を推定する｡

･ 再構築法 :生物学的モニタリングにより体内用量を評価し,化学物質の吸収に関する情

報をもとに潜在用量を推定する｡

これらの手法には,それぞれ長所 ･短所があるが,改善のために,モンテカルロ法によるデータ

分布や変動のシミュレートの試み,環境動態予測モデルや薬物動態学(pB-PK:Physiological1ybased
phamacokinetic)モデルの開発 ･適用,個人曝露モニターやバイオマーカーを用いた標的器官濃度
推定手法の開発,ハザー ド比率や集団中影響人口比率といった考え方の適用等が進められている｡
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2.2.4.3.用量一反応評価 4,17,18)

用量一反応評価は,大きく,開催がある場合とない場合 (発癌性物質には開催がないとするのが

一般的)とにわけられる｡有害性判定において,発癌が明らか/疑いがある物質の場合,UsEFA

においては全て発癌物質であり,開値なしと判断するが,wHOや日本では発癌機構を検討し直接

遺伝子障害をもたらさない発癌物質には閥値ありと判断する.
≪聞値があると判断した物質の場合≫

従来法では,動物試験データにおける無有害影響量 (NOAEL:NoObservedAdverseEffectLevel)

/無影響量(NOEL:NoObservedEffectLevel)/最小有害影響量(LOAEL:LewestObservedAdverse

EffectLevel)/最小影響量 (LOEL:LowestObservedEffectLevel)をもとにヒトの健康保護の目

安を導くために種差と個体差への考慮から100倍の安全係数 (saftyFactor)を適用して,ADIま

たは一日耐容摂取量 (TDI:TolerableDailylntake)(USEPAの場合はRfD収fC)を求める｡
この従来法の問題点としては,NOAEL等は判断に基づく値である,実験動物数が少ない場合は

NOAELが大きくでる可能性がある,NOAELは実験的に試験された量に限定される,用量一反応関

係の傾斜がほとんど役割を果たさない (試験データ中のある-用量を選択するため),RfD瓜fCは

集団リスクを表すことができるが,リスクの大きさを表すことはできない,といった指摘がなさ
れている｡

これに対して,代替方法の一つとして,統計学的手法であるベンチマーク用量(BMD:benchmark

dose)法が提唱されている｡BMDはベンチマークレスポンス (バックグラウンドを越える特定レ
ベルの反応)を生じる量の統計学的信頼限界上限値である｡BMDはNOAELと異なり全ての用量

一反応データから反応曲線に適合する数理モデルを用いて求めるため,用量一反応関係や実験の規模
に関する情報を含んでいる｡しかし,この手法も未完成である｡また,その他の代替方法として

蓄積性が高く分解しにくい物質については,動物とヒトにおける体負荷量 (bodyburden)を比較
し外挿する手法がとられる場合もある｡

≪開値がないと判断した物質の場合≫

従来法では,動物実験データからヒトのリスクを予測し,実験で行う高濃度曝露の結果から実
際にヒトが曝露されるような低濃度への外挿を行う｡この場合,低濃度領域への外挿のために,

確率分布に基づくモデルや発痩機構に基づくモデル,時間を考慮したモデル,二段階発癌機構に
基づくモデル等,様々な数学モデルが提唱されている｡また,ヒトの疫学データからモデルを用
いて外挿するケースもある｡

この従来法の問題点としては,統計的 ･生体的有意差の問題,外挿における問題点,メカニズ
ムに関連した問題点等が指摘されている｡

これに対して,解析において,バイオアベイラビリティーの検討やpl】-PKモデルの適用,遺伝

的多形性 (geneticpolymorphism)の検討等,キネテイクス (体内動態)やダイナミクス (標的器
官 ･分子との相互作用)についての考察を踏まえて,不確実性係数をより精密に評価しようとす
る動きが国際的にある｡

2.3.本研究のフレームワーク及びその特徴

2.3.1.フレームワークの概観及びその特徴

本節では,本研究において提示するリスク研究のフレームワーク及びその特徴について整理す
る｡

本研究では,

1) 多様な発生源,性状及び循環過程を有する循環資源 (製品)を対象とし,

2)循環過程におけるシステムインテグレーションを念頭におき,

3) その第一歩として,有害化学物質によるヒト健康リスクの評価を中心として,
リスク研究の展開方法を提示する｡この1)-3)が本研究の特徴とも言える｡
研究のフレームワークを図2-5に示した｡まず,研究対象とする化学物質や循環過程を絞り込

むための初期調査として 『多様な特性を整理』する｡その情報を基に,次ステップにおいて,な

んらかの基準で優先順位をつけ,複数の 『研究対象や調査を選択 ･設定』する｡研究対象が選択

できたところで,それに対するリスクキャラクタライゼ-ション手法やリスク解析 ･モデル化手
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法といった評価 ･解析のための 『手法を検討 ･開発』する｡そして,それらのツールを適用しな
がら,実際に個々のプロセス等での 『フィール ド調査』を行う｡その調査結果等を用いて 『リス

ク解析』を実施する｡また,調査や解析の結果を受けて,必要もしくは可能な場合,『リスク制御

策の検討』を行い,その成果を 『リスク解析』で試算したり,『フィールド調査』で確認後,『リ

スク解析』に供するといったやりとりを行う｡解析結果は,政策決定における判断材料として用

いられることがあるが,研究としての枠組内では,『用量-反応評価』に基づくリスク基準値との

比較等による一定の 『評価 ･意思決定』の後に,更なる,もしくは新たな 『リスク制御策の検討 ･

開発』へとフィー ドバックすることが考えられる｡

※プロセス:ある一つの循環ルートに関わる一つあるいは複数の工程･ステップ

※システム:複数のプロセスからなる循環システム(全体)

Fig.2-5循環資源に対するリスク研究の展開

ここで,本研究で提示するフレームワークの特徴を,先述の1)-3)に沿って整理しておく｡
≪多様な発生源,性状及び循環過程を有する循環資源を対象に≫

本研究では,従来の一般的なRAのように,単一プロセスから排出される個々の物質のみを対

象とするのではなく,発生源や性状が多種多様であり,その使用後の運命 (廃棄ルート,排出先,

処種過程)も様々である循環資源について,複数のプロセス及び物質を対象とする｡このような

不確実性を有する対象へのアプローチに当たっては,丁寧かつ多角的に,特性 (潜在性)を整理

する必要がある｡そこで研究展開の初期に,『対象とする資源の多様な特性の整理』というステッ

プを設けている｡これは,研究開始当初だけでなく,随時見直し,情報や認識を更新すべき部分
である｡

≪循環過程におけるシステムインテグレーションを念頭に≫

先述の通り,循環 ･廃棄については,階層対策の考え方が基本認識となっているが,本研究で

は,循環過程におけるシステムインテグレーションを念頭において研究を展開する｡つまり,階

層性に固執することなく,環境,エネルギー,経済,社会政策に関して十分な考慮を行いつつ,

大局的な視点で研究対象 ･範囲を選択する｡そのために,『研究対象の選択及び調査範囲の設定』

というステップを設けている｡

現在のシステム構築状況や入手可能な情報,解析ツールの開発状況では,まだ地球環境保全性

全体を視野に入れたインテグレーションのためのアプローチを論ずることはできないが,将来的

には広義の環境リスクの評価手法へと展開していくことを前提としている｡

≪第一歩として,有害化学物質によるヒト健康リスクの評価を中心に≫

循環 ･廃棄においては,LCAにより,循環資源の利用による環境負荷低減効果を評価する事例
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が多いが,本研究では,インテグレーションの第一歩として,有害化学物質によるヒト健康リス
クの評価を中心に展開する｡これは,システム初期 ･移行期に当たる現時点では,システム構築

に支障をきたしたり,社会的ダメージを与えたりする可能性の大きいリスク (ヒト健康に係る労

働 ･生活環境リスク,因果関係の明確なリスク,社会的不安の元凶となるリスク等)を洗い出し,

回避することが肝要と考えられるからである｡そこで今回は,『リスク解析』として,有害化学物

質のヒトへの曝露に伴うヒト健康リスクを評価することを中核とし,また 『評価 ･意思決定』と

して,回避すべきか否かの判定を行うステップを設けた｡
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循環･廃棄システム構築に向けた流れ

◆重要な変化:社会的変化(代替案･バランス･評価基準)/学術的進歩(評価対象の増加･手法の開発)

Fig.2-6循環 ･廃棄のインテグレーションに向けた研究の展開 (本研究を第一歩として)

なお,第一歩以降のアプローチについては,図2-6に示すように,LCAの導入や複数の選択肢

の比較等により,環境や社会的制約下でシステム最適化を図ることを想定している｡縦方向の流

れについては,評価する影響範囲として,本研究で取り組んだ局所的なリスク評価から,より広

範なリスク評価への展開を考え,今後の課題としている｡横方向の流れについては,評価する代

替案 (循環ルート等)として,より多様な複数の代替案を比較評価することにより,システム全

体をインテグレートすることを考えている｡これには,時間経過とともに評価対象を増やしてい

けるだけでなく,社会的背景により代替案そのものやそれを評価する価値基準等が変化する可能

性,学術的進歩により解析ツール等が発展する可能性も考えられ それらの状況を見極めながら

より適切な評価 ･選択を行うことができるだろう｡

2.3.2.個々のステップの概説

次に,簡単に個々のステップについて説明を加える｡

≪対象とする資源の多様な特性の整理≫

まず,研究を始めるに当たっては,文献レビューやデータベース等からの情報収集により,対
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象とする循環資源の特徴を量的 ･質的な視点から把握し,整理しておく必要がある｡また,この

際に化学性状や循環過程についても情報収集し,循環過程において注目 (トレース)すべき化学
物質やその潜在的流入ポイント･汚染経路等を押さえておく｡これは,対象資源の量的 ･質的な

特徴や重要性を,他資源と大局的に比較する作業を含み,これにより対象資源の循環システムの

あり方や,その中における各化学物質の制御策や循環過程のインテグレーションを想定すること

ができる｡ただし,情報は必ずしも十分に入手可能な状態ではなく,研究を進める過程で随時追

加 ･修正し,認識を改める必要があることは言うまでもない｡なお,これらの情報は,図3.2.4-2
(木質資源の循環過程洗い出しの例)のようにアウトプットしておくと,次の研究対象選択ステ

ップにおいて,理解 ･判断を助ける｡

≪研究対象の選択及び調査の設定≫

次に,前ステップの基礎情報に基づいて,各化学物質や各循環過程について評価し,研究対象

とすべき化学物質や循環過程を選択する｡いずれも,対象資源に関するインテグレーションに資

する知見を得るため,幅広い選択肢から,多角的な視点で,複数選択する｡それぞれの判断基準
としては,表 2-3に例示するような視点が重要と考えられる｡

選択した対象循環過程における対象化学物質に関するリスク研究の展開に当たっては,その選
択理由を十分に反映できるような研究アプローチ手法を組まねばならない｡つまり,解析によっ

て明らかにしたいことを念頭においた上で,フィールド調査の系やそこにおけるリスクキャラク

タライゼ-ション手法,その後の解析手法までの組み合わせを検討する必要がある｡例えば,坐
態系への影響をエンドポイントとしてRAを進める場合,評価対象とする生態系やそれへの外挿

が可能なフィールドを確保し,生物学的分析 ･検出法 (BDMs:bioanalyticaldetectionmethods)や
化学分析手法を用いて対象物質の存在 ･検出量を把握し,得られたデータを用いてRAを行い,

生態学的有害度を決定するというような一連の流れを描くこととなる｡

Table213研究対象の選択における判断基準例
判断基準例

化学物質 ･対象資源に特徴的であるo

･潜在的に質的 .量的有害性が高いと考えられる○

･他の物質と異なる特徴を持ち,異なる制御策が必要となる可能性がある○

･一般的な規制対象物質 (popsや重金属類等)である.

･リスクキャラクタライゼ-シヨン手法 (分析 .検定)が確立されている/開発の余地があ
る○

循環過程 ･対象資源に特徴的である○

･潜在的に質的 .量的有効性が高いと考えられる○

･他の過程と異なる特徴を持ち,インテグレーションの-選択肢となり得るo

･有害化学物質の高濃度域 (ホットスポット)を有する○

･ヒトの曝露に近いポイント (食物連鎖,日常生活環境,労働環境)を有する○
･有害化学物質の生成系となり得るプロセスを有する.

≪フィールド調査≫
調査フィールドの確保できる対象については,それぞれの調査を実施する｡これは,客観的な

リスクキャラクタライゼ-ション手法により一次データを取得するというプロセスであり,研究

の中核をなす｡また,実際のフィールドを観察 ･体験して,リスクの所在やレベル等を感覚的に

捉えるという点においても,重要な意味を持つと考えられる｡

≪リスク解析 ･モデル化手法の開発 ･検討≫

リスク解析 ･モデル化手法には,前節の通り様々な選択肢があり,目的にあった解析手法を選
択する必要がある｡今回はリスク解析及びライフサイクルインベントリ分析を用いた｡また,今

後の課題としては,それらの解析結果を統合評価する手法の開発が求められる｡

≪リスクキャラクタライゼーション手法の開発 ･検討≫

対象資源に含まれる対象物質群のリスクキャラクタライゼ-ションには,化学分析により個々

の物質の含有量を定量化する手法や,BDMsにより個々あるいは混合物質の含有量やその作用量
を定量化する手法がある｡これを,定量化目的に応じて利用することになるが,特異性の高い資

源の場合,物質や媒体に適応した前処理方法や検出方法を開発することも考えられる｡
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≪リスク解析≫

フィールド調査において得られた一次データや収集した情報を用いて,リスク解析を行う｡今

回は個々のプロセスを評価し,手法開発と同じく,統合評価は今後の課題とした｡
≪用量一反応評価≫

リスク評価 ･意志決定において定量評価の基準となる値を設定 (整理)する｡基本的には,罪

痩/非発癌リスクに対する基準値,つまりvsD/ADI,TDI,もしくはRⅡ)として設定された値

を用いる｡また,場合によってはその他の基準値や許容値,指針値等を用いる｡それらが入手で

きないものについては,既存研究で報告された実測値 (最高 ･最小 ･平均レベル)を参照値とす
る｡

≪リスク評価 ･意思決定≫

対象プロセスのリスク解析結果に対して,回避すべきか否かの判定を行う｡このステップは,
リスク解析と連動し,RAの一環と捉えられるが,今後意思決定プロセスへの市民参加等が求めら

れる場面があることを想定し,切り離して提示した｡

その判断基準例を表2-4に示す｡今回は,基準値との比較及びリスク制御可能性により判断す
る｡評価基準値としては,用量一反応評価に基づいた発癌/非発癌リスクに対する基準値や,それ

が入手できない場合は一般的な実測値等を用い,現状シナリオでの個人の曝露量に関する解析結
果と比較する｡リスク制御可能性は,技術 (制御のための技術が導入できるか)･情報 (制御のた

めの情報を周知できるか)･物理的条件 (制御できる立地 ･施設条件か)といった視点から総合的
に判断する｡

現状シナリオで基準値を超過し,そのリスクを低減するのも困難で,回避すべきと判断された
プロセス (高リスク･低制御可能性)については,規制等による回避策を検討し,代替ルートへ
の切り替えを行うべきだと考えられる｡現状シナリオで基準値を超過した場合でも,リスク制御

策によりリスクが低減する可能性がある場合 (高リスク ･高制御可能性)は,制御策を検討 (導
入)した上で再度リスク解析を実施する｡また,基準値以下であっても,リスク制御策は丁寧に
見直し (確認 ･改善)するべきだと考えた｡特に,リスクの制御が困難なプロセス (低リスク ･

低制御可能性)については,対策に多大な費用等がかかる可能性が考えられるが,できるだけ社
会的負担の少ない制御策を検討する必要があろう｡

Table2-4あるプロセスに対するリスクの評価 ･意思決定における判断基準例
リスクの制御可能性

リスク解析(現状シナリオ)結果と基準値との比較 高リスク 回避すべき リスク制御策検討

(基準値超過) ⇒回避策/代替ルート検討 ⇒再度リスク解析

低リスク 社会負担の少ない リスク制御策検WJ

≪リスク制御策の開発 ･検討≫

フィールド調査やリスク解析の結果を受けて,また,リスク評価 ･意志決定に応じて,各プロ

セスを対象に,リスク制御策を検討する｡さらに,そのために必要な技術的 ･制度的サポートを

検討し,その確立に向けた研究 ･取り組みを行う｡制御策は,可能な限り現場やリスク解析にフ
ィードバックし,改善して行く｡
≪研究対象の範囲≫

今回は,回避すべきプロセスの同定及び制御可能なプロセスの検討にとどめ,トータルリスク

の評価を含めたインテグレーションによるシステムの最適化は,大きな研究の枠組み,将来の取
り組みの意識はあるものの,本研究には含めなかった｡
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第三章 廃木材の循環過程におけるリスク及びその制御策

3.1.はじめに

本章では,第二章において提示したリスク研究のフレームワークを廃木材に適用し,事例研究
として示す｡

古来より人類が利用してきた素材の一つである木材資源は,自然の炭素循環システム内で持続

的な利用が可能であるという点において,循環型社会形成に向けた重要な意味を持つ資源と考え

られる｡他方,現在国内においては,廃木材の大量発生やそこへの薬剤処理木材の混入といった

問題を抱えており,循環 ･廃棄システムのインテグレーションを検討する対象としても意義深い

側面を有していると考えられる｡

研究のフレームワークは,第二章で示した通りであり,実際に本研究で取り組んだ内容を図3.1

に示している｡まず,2節において,廃木材のキャラクタライゼ-ションとして,情報収集 ･整

理を行い,それを基に今回研究対象とする化学物質や循環過程,そして調査の展開方法を設定し

た｡3節においては,その調査に用いる廃木材のリスクキャラクタライゼ-ション手法として,

廃木材に含まれる対象化学物質 (特にダイオキシン類)への化学分析とバイオアッセイ手法の適
用を比較 ･検討した｡4節,5節,6節においては,それぞれ,廃木材の再使用,廃木材からの家

畜敷料製造,廃木材からの建設部材 (パーティクルボード)製造の3つの循環過程について,そ
れぞれ調査 ･研究を展開した｡そして,7節においては,今回対象とした循環過程に対する評価

結果をまとめた｡なお,廃木材の循環 ･廃棄のインテグレーションに向けては,4-6節で扱うよ

うな個々の循環ルートを統合して,廃木材循環システム全体として総合的に比較 ･評価すること

が求められるが,今回は限られた循環ルートのみを対象としており,また総合的リスク解析手法
も検討途中であることから,これらは今後の課題とした｡

リスク解析･モデル化
手法の開発･検討

リスク解析
う イフサイクル(LC)

インベントリ分析

リスク解析

･廃木材再使用の
リスク解析≪3.4.3≫
･廃木材敷料利用の
リスク解析≪3.5.3≫

･pB製造のリスク解析/LC
インベントリ分析≪3.6.3≫

廃木材の多様な
特性の整理

･量的特徴
≪3.2.2≫

･化学物質
≪3.23≫

･循環過程
≪3.2.4≫

研究対象の選択
及び調査の設定

対象とする

･化学物質

･循環過程
･アプローチ

手法･系
≪3.2.6≫

リスク制御策

の開発,検討

･リスク制御策
の動向≪3.2.5≫
･再使用≪3.4.3≫

･敷料利用
≪3.5.3≫

･バイオスクリーニ

ング≪3.5.4≫
IpB製造≪3.6.3≫

リスクキャラクタライゼ-シヨン手法の開発･検討

･化学分析とバイオアッセイ≪3.3.2≫
･cALUXバイオアッセイの木質資源への適用≪3.3.3≫

Fig.3.1廃木材を対象としたケーススタディーの概要≪該当する節≫
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用量一反応

評価

･ドイツ廃木

材チップ基

準値
≪3.2.5≫
･その他の
既存の基準
値(VSD,

TDI,RfD等)



3.2.廃木材のキャラクタライゼーション

3.2.1.はじめに

本節では,廃木材に含まれる可能性のある化学物質や廃木材の循環ルー トについて情報を収

集 ･整理し,それらより研究対象を選択するプロセスを示した.これは,図 3.2.1に示すとおり,

『廃木材の多様な特性の整理』及び 『研究対象の選択及び調査の設定』のステップに当たる｡

まず,3.2.2において,廃木材の発生源や発生量,廃木材の発生に伴う一般的な問題点 (化学物

質問題以外),それへの対応状況についての情報を整理した｡そして,3.2.3において,廃木材に

含まれる可能性のある化学物質の種類や特性について,3.2.4において,廃木材の各種循環ルー ト

及びそこにおける化学物質混入に伴うリスク等について,3.2.5においてはリスク制御策の動向に

ついて知見を整理した.また,3.2.5では今回の廃木材リスク評価に対して有効な基準値 (ドイツ

におけるリスク制御策で設定された基準値)も紹介した｡それらを基に,3.2.6において,廃木材

循環過程におけるリスク及びインテグレーションの視点を整理し,本ケーススタディで研究対象

とする化学物質や循環過程,調査の展開方法を設定した｡

リスク解析･モデル化
手法の開発･検討

･リスク解析
･ライフサイクル(LC)
インベントリ分析

リスク解析

･廃木材再使用の
リスク解析≪3.4.3≫

･廃木材敷料利用の
リスク解析≪3.5.3≫

･pB製造のリスク解析/LCインベ
ントリ分析≪3.6.3≫

手法の開先･検討

･化学分析とバイオアッセイ≪3.3.2≫
IcALUXバイオアッセイの木質資源への適用≪3.3.3≫

Fig.3.2.1廃木材を対象とした循環過程のリスク研究における本節の位置づけ≪3章 2節≫

3.2.2｣尭木材の発生動態について

3.2.2.1.廃木材の発生源

廃木材の主な発生源としては,木材の生産や加工現場からの端材やおが粉の排出と,家屋や木

質製品使用後の古材の排出が考えられる｡3.2.2.2において,これらの発生源,発生量及び廃棄状

況を整理した｡また,3.2.2.3において,この廃木材発生に対する国内の法制度の概要を紹介した｡

3.2.2.2.廃木材の発生とその廃棄状況

廃木材の主な発生源 1)及び発生量を表3.2｡2-1に示す｡木材工業,建設工事及び一般工場からの

発生量については,1992年の-調査で約 3,700万 m3に達するとの報告があり,内訳が提示されて

いる｡ 2)建設工事に伴って発生する廃木材については,1990年度以降 5年ごとに統計調査が行わ

れ,国土交通省が結果を解析しているが,1990年から10年で約 6割に減少していることがわか

る｡3･4)一般家庭からの家具 ･木工品等の排出については,630万 m3程度が見込まれている｡ 5)こ

れらの調査結果のうち,内訳の提示された1992年調査データに,一般家庭からの630万 m3をあ

わせて,発生源 (林業を除く)の内訳を示したのが図3.2.2-1である｡

図3,2.2-1からは,木材工業及び建設=事からの発生量が多くを占めていたことがわかる｡前者
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については,その9割以上が,燃料,チップ,堆肥原料等に再利用されていると言われる｡ 5~7)一
方,後者については,いくつかの課題を抱えている｡

Table3.2.2-1廃木材の発生源,種類 1)及び発生量 2-5)

林業 林地残柿,間伐材等

木材工業(製材.木製品製造業等) 端材等 1,600

建設工事解体工事現場 柱,軸組,天井.幕板.床板.家内造作等 1,400 750 63 48
ロ 新築工事現場 足場材,新築現場型枠.端材等 450

一般工場 廃パレット 260
梱包材等 75

建設発生 その他
木材 2%

Fig.3.2.2-1廃木材発生源の内訳 2,5)

Fig.3.2.2-22000年度建設廃棄物 (全国計 8,500万 ton)の種類別内訳 3)

≪建設廃棄物における廃木材発生及びその課題≫

建設工事部門 (公共土木事業,民間土木事業,建築工事)は,資源利用量が全産業の46%,磨

棄物量が21%を占め, 7)資源流れを考える上で重要な部門であることがわかる｡特に,1960年代

後半から急増した建築物着工床面積に対して,これらが更新期を迎えることから,建築解体工事

からの廃棄物問題は深刻化する｡これに対し,早急に建築解体廃棄物の発生抑制,再資源化の推

進に関する総合的な対策を実現する必要があるとされ,2000年に後述する ｢建設工事に係る資材

の再資源化等に関する法律 (建設リサイクル法)｣が公布された｡2002年から完全施行され,ア

スファル ト･コンクリート塊,コンクリー ト塊に加え,建設発生木材の再資源化等の実施が義務

化されている｡

≪課題 1-膨大な絶対量≫

建設工事から発生する建設廃棄物の種類別排出量の内訳 (図 3.2.2-2)によると,建設発生木材

は480万 tonになる｡3)さらに,建設混合廃棄物にも約2割の木質系廃棄物が混合していると考え

られる 8)ことから,木質系廃棄物は建設工事全体の概ね 1割となり,量的に膨大であり,廃棄物

の発生抑制や循環 ･廃棄ルートの構築に向けた取組が重要であることがわかる｡

≪課題 2-伸びない再資源化率≫

建設廃棄物の種類別再資源化等率及び廃木材再資源化等量の経年変化2･3)を,それぞれ 表3.2.2-2
及び図 3.2.2-3に示す｡これによると,再資源化等の実施が義務化されているアスファル ト･コン

クリー ト塊及びコンクリー ト塊については,2000年には建設リサイクル法で設定された目標値

95%を超える備にまで増加し,建設廃棄物全体では85%となっている｡それに対し,建設発生木

材の再資源化率は約4割のまま,ほぼ横ばい状態であり,縮減量を加えても83%と目標値 95%

に達していないことがわかる｡これについては,再資源化施設の絶対数の不足が指摘されている
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3)が,それ以前に,再資源化製品の市場の確立も重要な課題と考えられる｡また,建設混合廃棄物

に至っては再資源化率が 1割に満たないことがわかる｡建設混合廃棄物については,廃プラ,木

くず,紙くず等が混合しているため再資源化対象外とされ 大半が最終処分場に搬入されてきた｡

この再資源化率を上げるには,品目ごとの選別によって資源としての利用を可能にする必要があ

ると指摘されてきた｡ 9)

Table3.2.212建設廃棄物の種類別再資源化等率 (%)2･3)

建設廃棄物全体 42 58 85

アスファルトコンクリート塊 50 81 98

コンクリート塊 48 65 96

建設汚泥 21 14 41

建設混合廃棄物 31 ll 9

建設発生木材 31 40 38

*再資源化等:再資源化+縮減(木材については再資源化のみ)

*建設発生土については有効利用
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Fig.3.2.2-3建設発生木材再資源化等量の
経年変化 2,3)

Fig.3.2.2-42002年度の不法投棄廃棄物 (全国合計32万 ton) の内訳 10)

≪課題 3-不法投棄≫

次に,不法投棄廃棄物の内訳 (図3.2.2-4)10)を見ると,建設廃棄物が約 60% (19万 ton),そ

の中の木くずが約 20% (7万 ton)となっており,木くずの占める割合が大きいことがわかる｡

その出所に関しては,戸建て住宅の解体工事に伴い排出される建築解体物の可能性が高いとの報

告がある｡ 2)

≪建設発生木材の課題-まとめ≫

上述の通り,建設廃棄物は量的に膨大であり,廃棄物の発生抑制や再資源化に対する取組が重

要である一方で,特に建築解体廃棄物は不法投棄量が多く,かつそれ以外でも,建設リサイクル

法公布前は,再資源化率が非常に低いということが指摘されてきた｡これは,土木系は公共工事

が主であり,再資源化については公共工事発注者が先導的役割を果たしてきたのに対し,建築系

のうち大半を占める民間工事では,特に解体工事や再資源化に要するコストに対する理解が得ら

れにくいこと,建築工事が土木工事に比べ一件の解体工事に伴い排出される廃棄物が多種少量で

あるという特色を有すること等もあり,建設業界を始めとする関係者において,再資源化はもと

より,廃棄物対策全般について責任ある取組が必ずしも十分になされてこなかったことが指摘さ

れている｡9)建設廃棄物の1割程度を占め,建築解体廃棄物の主要構成品目である廃木材について

は,不法投棄量が多く,再資源化率も低いことから,今後の対応に焦点が当てられる品目といえ
よう｡

3.2.2.3.建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 (建設リサイクル法)
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先述の通り,建設リサイクル法が 2000年に公布され 2002年から完全施行されている｡その

概要を表3.2.2-3に整理した｡ポイントは,解体工事の発注者に都道府県への届出を義務付け,解

体工事業者の都道府県への登録を行った上で,解体工事の受注者に特定建設資材の分別解体及び

再資源化を義務付けたことにあり,これにより混合廃棄物や不法投棄の発生を防ぎ,再資源化を

促進しようとしている｡

Table3.2.2-3建設リサイクル法の要点

〇 一定規模以上の建築物その他の工作物に関する建設工事 (対象建設工事)については,一定の技術基準に

従い,当該建築物等に使用されている特定の建設資材を分別解体等により現場で分別することを義務付け
る｡

〇 分別解体等に伴って生じた特定建設資材廃棄物について,再資源化を義務付け,リサイクルを推進 (再資

源化が困難な場合には縮減)する｡

･ 対象建設工事:特定建設資材を用いた建築物等に係る解体工事又はその施工に特定建設資材を使

用する新築工事等であって,その規模が一定基準以上のもの｡

･ 特定建設資材 :法施行当初は,コンクリート,木材,アスファル トの三晶臥
･ 分別解体等実施義務 :対象建設工事受注者に対して,分別解体を義務付け｡分別解体等は,一定

の技術基準に従い,建築物等に用いられた特定建設資材に係る廃棄物をその種類ごとに分別しつ

つ計画的に工事を施工する等により実施｡

･ 再資源化等実施義務 :対象建設工事受注者に対して,分別解体等に伴って生じた特定建設賓材廃

棄物の再資源化を義務付け｡なお,木材については,一定距離内に再資源化施設がないなど,再

資源化が困難な場合には,縮減を実施｡

○ 発注者による工事の事前届出や元請業者から発注者への事後報告,現場における療諭の掲示等により,逮

正な分別解体等及び再資源化等の実施を確保するとともに,再資源化等の実施状況に関する記録を作成,
保存する｡

○ 発注者 ･受注者間の契約手続きの整備により,受注者への適正なコストの支払いを確保する｡

･ 元請業者から発注者への説明 :対象建設工事の元請業者は,発注者に対し,分別解体等の計画等
について書面を交付して説明｡

･ 発注者から都道府県知事への工事の届出:発注者は,工事着手の7日前までに,建築物等の構造,

工事着手時期,分別解体等の計画等について,都道府県知事に届出｡

･ 元請業者から下請業者への告知 :元請業者は,下請業者に対し,都道府県知事への届出事項を告
知｡

･ 標識の掲示 :解体工事業者は,解体工事の現場ごとに,公衆の見やすい場所に標識を掲示｡

･ 元請業者から発注者への軍律報告 :元請業者は,再資源化等が完了したときは,その旨を発注者
に書面で報告｡

･ 契約書面への解体工事費等の明記 :対象建設工事の契約書面においては,分別解体等の方法,解
体工事に要する費用等を明記｡

○ 解体工事業者の登録制度及び解体工事現場への技術管理者の配置等により,適正な解体工事の実施を確保
する｡

･ 解体工事業者の登録 :解体工事業を営もうとする者に,都道府県知事への登録を義務付け｡ただ

し,土木工事業,建築工事業及びとび ･土木工事業に係る建設業の許可を受けた者は除く｡

･ 技術管理者の選任 :解体工事業者に,解体工事の技術上の管理を司る技術管理者の選任を義務付
け｡

○ 再資源化等の目標設定,発注者に対する協力要請等により,再資源化及び再資源化で得られた建設資材の

利用を促進｡

･ 基本方針における目標の設定 :基本方針において,再資源化等に関する目標や再生資材の利用の

促進のための方策を策定｡なお,基本方針には廃棄物の発生抑制や賓材の再使用についても明記｡

･ 対象建設工事の発注者等に対する協力要請 :対象建設工事の発注者に対し,再資源化で得られた

建設業材の利用について,都道府県知事等から協力を要請｡

塾匙 :分別解体等及び再資源化等に対する命令違反や,届出,登録等の手続きの不備等に関する
所要の罰則規定を整備｡

塗 :施行は公布の日(2000年5月31日)から,基本方針については6ケ月以内,解体工事業者
の登録等については1年以内,分別解体等及び再資源化等の義務等については2年以内｡
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3.2.3.廃木材へ流入する化学物質について

3.2.3.1.廃木材への化学物質の流入源

廃木材への化学物質の流入源としては,大きくわけて,薬剤処理木材とその他の流入源が考え

られる｡薬剤処理木材は様々な化学物質からなる木材保存剤で処理された木材であり,幅広い用

途に利用されていることから,廃木材流に一定量混入してくる可能性があると考えられる｡その

他の流入源としては,例えば家屋解体材の場合,家庭用品に含有される化学物質が解体時に廃木

材群に混入するようなケースが考えられる｡

そこで,3.2.3.2においては木材保存剤について,3.2.3.3においては木材保存剤で処理された薬

剤処理木材について,そして3.2.3.4においてはその他の流入源について,廃木材に流入する化学

物質やその流入源,挙動等に関する情報を整理した｡さらに,3.2.3.5においては,国内における

薬剤処理木材の発生動態について,過去の調査結果をレビューした｡

3.2.3.2.木材保存剤

3.2.3.2.1.木材保存剤の種類と変遷

木材保存の基本は歴史的に見ると物理的手段である｡古くから行われている漆,栄,生渋等の

塗布は,木材表面の被膜形成によって,腐朽菌と養分 (木材)との接触を避ける手法であり,建

造物の木柱や土台の下に石材を用いる工法は,木部を湿らさないよう水分の侵入を防ぎ,蒲水や

結露の原因を除去する手法である｡また,現行の木材水中貯蔵や輸送は,木材と酸素を遮断した

状態を保つ手法と言える｡しかし,物理的手段だけでは木材の利用範囲を限定することになり,

木材の適用範囲の広がりとともに様々な木材保存剤が開発,使用されてきた｡

木材保存剤は,薬剤処理の目的や使用製剤の形態,薬剤の作用傾向,性能,複数の薬剤の調合

等により多種多様な物が使用され,年代による変遷も大きい｡それゆえに様々な分類が可能であ

る｡ここでは,薬剤処理の目的及び処理方法によって,大きく,1)加圧用保存剤 (防腐剤),2)義

面処理用保存剤 (防腐 ･防蟻剤),3)防カビ剤,4)防虫剤,5)防火剤にわけ,各分類における薬剤
の種類と変遷について整理した｡ ll-17)

≪加圧用保存剤 (防腐剤)≫

木材保存剤は,用途 (適用)面から,加圧用とその他 (表面処理,接着剤混入用等)に分けら

れる｡加圧用保存剤は,明治以降,電柱や枕木への加圧注入処理により本格的な木材防腐工業が

成立すると同時に一般的に使用され始めた｡当時は硫酸銅やクレオソー ト等が使用され,戦後,

フェノール ･フッ化物系 (pF),クロム (Cr:Chromium)･銅 (cu:copper)･As(As :Arsenic)

系 (CCA:chromatedcopperarsenate)が加わった｡その後木製電柱の減少とともにpFが使われな
くなったが,その頃からccA処理された土台や外構材の市場が拡大し,ccAが加圧用保存剤の

シェアの多くを占めるようになった｡30年以上ccAが大半を占める状態が続いたが,1980年代

に入って,CCA処理木材を焼却する際にAsを含むガスが大気中に飛散すること,焼却灰中に可

溶性の重金属類を含むことが明らかにされ,ccAの廃棄方法をめぐる調査 ･研究が進められるよ

うになった｡一方では,業界の取組によりccAの代替となる新剤への転換が図られ その結果ア

ルキルアンモニウム化合物系 (AÅc)や cu･アルキルアンモニウム化合物系 (ACQ)等が徐々に

使われるようになった｡また,行政もCCA削減を促進するために,日本工業規格 (JIS:Japanese
IndustryStandard)や日本農業規格 (JAS:JapaneseAgriculturalStandard)といった関連規格の改正
や自治体仕様からのCCA削除を行い,さらに,1995年には,水質汚濁防止法における工場排水

の排出規準を強化 (特にAs については厳しい :0.5mgnから0.1mgn)した｡これがccAから新
薬への移行を決定づけ,ccAの加圧用保存剤市場におけるシェアは1997年に90%から8%へと

急減した (図3.2.3-1)｡

現在,加圧注入処理は,主にJIS規定方法や規定薬剤によって行われる｡JIS規定は,ccA削減

のために1998年に改正されたもので,従来のクレオソー ト,CCA,PF,AÅc,CFXZ,ACQ,ナ

フテン酸銅,亜鉛を含む脂肪酸金属塩の 7系統の保存剤に加え,新たに,cu･B･アゾ-ル化合

物系 (CUAZ),B･アルキルアンモニウム化合物系 (BAAC),アゾ-ル化合物系 (AZP)が追加

された｡cCAのシェア低下に替わって使用量を伸ばしているのはAAC,ACQ等である｡
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Fig.3.2.3-1薬剤別木材生産量の経年変化 (加圧用)18)

≪表面処理用保存剤 (防腐 ･防蟻剤)≫

表面処理用保存剤としては,クレオソートが安価で薬効もあるものとして使われていた｡近年,

よりクリアなものが好まれ,有機化学物質が用いられるようになった｡現在では,防腐効果と防

蟻効果を併せ持つ 2成分以上のものが主体である｡防腐成分として有機ヨード系や脂肪酸金属塩

等,防蟻成分としてカーバメー ト系やピレスロイ ド系等を用いることが多く,共力剤 (S-421,

MGK等)を併用することもある｡

≪防カビ剤≫

木材の防カビ処理は,製品として流通して消費者の手に渡るまでの短期的な防カビを目的とし
ている｡そのため,防腐処理とは異なり,短時間の浸演や吹き付けによる処理が主流である｡

木材防カビ剤は19世紀未から使用され始め,1930年代になるまでBや炭酸ナトリウム,重炭
酸ナトリウム等のアルカリが用いられた｡1930年代になってクロロフェノール (CPs:

chlorophenols)の高い殺菌性が実証されるようになると,テトラクロロフェノール (TCP:

Tetrachlorophenol)やペンタクロロフェノール (pcp:pentachlorophenol),あるいはこれらのナト
リウム塩等が利用された｡これらは高い防カビ性を有し,処理木材表面での残留性 (溶脱抵抗性)

も高いことから1990年まで約60年間に渡って利用されてきた｡しかし,それ自身の有害性に加

え,工業的に生産されるCPsには不純物としてダイオキシン類 (PCDD/DFs:polycblorinated
dibenzo-p-dioxinsanddibenzofurans)が含まれることが指摘され 非有機塩素系の防カビ剤の普及
が図られ,1996年ごろにはほぼ非有機塩素系薬剤に移行したとされている｡また,1960年代後半

までは有機水銀化合物が,1980年前後には有機スズ化合物が使用されたことがあるが,いずれも

人畜への有害性や環境汚染問題への懸念から使用されなくなった｡

現在使用されている木材防カビ剤は,有機塩素系薬剤のように一つの薬剤のみで対処するので

はなく,複数の化合物を混合して抗菌スペクトルを広げたり,効力の持続性を高めたりといった

工夫がなされている｡実用化が図られているものには,イミダゾール系のチアベンダゾ-ル,カ

ーベンダジン,ベノミル,ベンゾリアゾ-ル系のTCMCBや トリアゾ-ル系のアザコナゾ-ル,

メチレンビスチオシアネート,イソチアゾロン等が挙げられる｡

≪防虫剤≫

木材を食害する昆虫 (ヒラタキクイムシ,シロアリ等)から木材を保護するために用いられる

薬剤を木材防虫剤と呼び,シロアリ等を防除するために土壌を処理し木造建物を保護するために

用いる土壌処理用防蟻剤とあわせて防虫剤とされている｡大半の防虫剤は農業用殺虫剤からの転
用である｡

農薬転用の代表例としては,過去にクロルデンが用いられていた｡クロルデンの農薬登録発効

期間は1950-1968年であり,その間に木材への適用が始まったと考えられる｡農薬登録失効後も,

シロアリ対策として,建築用木材への塗布,合板等の接着剤への添加,土台木材への注入,敷地

土壌への注入処理剤として多用され ハエ,九 ゴキブリ退治にも用いられた｡しかし,1986年

に ｢化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律 (化審法)｣により ｢第一種特定化学物質｣の

指定を受け,全用途で製造 ･販売 ･使用が禁止された｡それにより,有機リン系殺虫剤クロルピ

リホスが主流となったが,作業員の健康影響が懸念され,非有機リン系化合物への転換が図られ
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ている｡

木材保存のための防虫剤は,非有機塩素系,非有機リン系への転換として,合成ピレスロイ ド

系薬剤やカーバメー ト系薬剤,その他新剤,ベイ ト (毒餌)剤や生物農薬からの応用剤等へと多

様化する傾向にある｡一方で,居住空間における揮発性有機化合物 (voc:volatileOrganic

compounds)の健康影響に対する懸念等の高まりから,防虫剤の主成分のみならず,製剤の溶剤
や助剤の安全性等についても配慮が求められるようになるだろう｡農薬同様,人畜や環境への影

響が生ずれば転換を図るということの繰り返しが続くと考えられるが,薬剤処理に頼 らない防虫

設計や維持管理の提案も進められると思われ,期待される｡

≪防火剤≫

木材の防火目的で使われる薬剤は,燃焼抑制の化学的な作用効果を持つものであり,代表的薬

剤に,リン系,窒素系,B系,ハロゲン系があげられる｡これらは水溶性薬剤が一般的である｡

3.2.3.2.2.木材保存剤の特性

次に,代表的な木材保存剤成分について,特徴を整理した｡

(1)無機系薬剤
≪ccA≫

【製品について]

ccAは,cr,cu及びAs化合物からなる薬剤で,ChromatedCopperArsenateの頭文字をとって
命名されている｡重クロム酸塩,無水クロム酸,硫酸銅,批酸,ピロ批酸等からなる接合剤とし

て生産されるが,その組成は国によって異なる｡日本にある3種は,どれもccA3成分の合計が

約 1.2%の水溶液として,木材に250-350kg/m3加圧式で注入される｡吸収量は,JISや JAS規格

で定められ,加圧式防腐 ･防蟻処理木材の住宅部材用等には3.5kg/m3以上,イエシロアリ被害の

大きい地域や外横部材では6.0kg/m3のものもある｡ 14･19)

【作用 ･挙動特性]

ccAは水溶性薬剤であるが,木材中に入ると木材成分の持つ還元作用により化学反応を起こし,

約 3週間で難溶性の化合物になるといわれている｡つまり,注入前の薬剤中では,cr化合物は毒

性の強い6価の形で存在しているが,木材中では徐々に3価の形になり,外観的にも緑色の処理

木材となる｡また,Asも木材中では3価に較べれば毒性の弱い5価の形で存在している｡こうし

たことから,ccAは使用木材中では比較的安全性が高く,優れた定着性 ･耐久性を有する薬剤と

して評価されてきたようである｡ 19)

[人体や環境への影響]

ccAには発癌性の考えられるCrやAs化合物が含まれており,工場からの廃液,鋸くず,廃木

材焼却や火災によって生ずる重金属類の酸化物等による人や環境への影響が懸念される｡

[木材保存剤としての使用 ･規制動向】

日本では 1963年に技術導入され,JIS規格に追加され,1970年代から急激に普及した｡その背

景には,木材保存剤の用途が枕木や木柱 (クレオソー ト処理が主流)に代わって建設用材に大き

くシフトしたことや,シロアリ駆除のための防虫剤として絶対的であったクロルデンが使用禁止

になったこと等が考えられる｡ 14)しかし,先述の通り,CCAの加圧用保存剤市場におけるシェア

は 1997年に90%から8%へと急減している (図3.2.3-1)｡
欧州においては,2003年 6月に,欧州連合 (EC:EuropeanCom unities;EU:EuropeanUnion)

が ｢販売 ･利用規制指令｣により,cCA処理木材のラベリング及び構造材として必要な場合以外

の原則禁止を宣言し,2004年 6月30日までにCCAタイプ-Cに対して適用される｡ 20)

アメリカにおいては,1978年よりCCAの規制が検討され始め,様々な変遷を経て,1993年に

As酸の農業用途が自主規制により終了したが,木材保存への利用は限られた用途で残ってきた｡

これに対し,2003年4月に,アメリカ環境保護局 (UsETA:theUSEnvironmentalProtectionAgency)
はCCA処理木材の住宅関連利用 (遊具,デッキ,屋外テーブル,景観用材,柿,仕切り,路盤材 ･

小道等 ;ただし,木材基礎及び農業用柵ポス トを除く)の業界による自主規制及び使用停止を承

認した｡これにより,2003年 12月31日までに木材保存処理への使用をやめ,代替品に変更され,

2004年 1月から住宅に対する使用が禁止される｡ 21)

≪ホウ素系薬剤≫ 11,12･15･22)

23



【製品について]

B系薬剤には,ホウ酸,ホウ酸ナトリウム (ホウ砂),八ホウ酸ナトリウム四水和物 (ティンボ

ア)(市販製剤の組成 :Na2B8013･4H20/Na20･4B803･4H20)がある｡最近では,B化合物とポ
リマーや擦水剤との混合によって溶脱抵抗性を改善することや,木質系複合材料にティンボアや

ホウ酸亜鉛等を混合すること,トリメチルBを利用して気相処理を施して生物劣化抵抗性を付与

すること等が研究されている｡

[作用 ･挙動特性]

ホウ酸系化合物の作用機構は食毒である｡昆虫の口器から消化管内に進入した薬剤は,中毒症

状を起こさせ,致死せしめる｡一般的に予防効果が期待されるが駆除効果は弱いとされる｡

ホウ酸の溶解度は約 5%であるが,ホウ砂と等量混合すると著しく溶解度が増加する｡この水

溶性である特徴を活かしたB系化合物の特殊な処理方法として,拡散処理方法がある｡また,紘

散を活かした利用法として,最近では,チョーク状に成型した物やグリコール等と混合した物を

劣化 (主に腐朽)部分に穴を開けて挿入し,有効成分が徐々に周辺部に拡散して劣化の進行を阻

止するための現場処理等が行われている｡

[人体や環境への影響]

毒性は,経口LD5｡が3000-4000mgnEgときわめて低く,安全な薬剤として認識されてきたが,
B 系化合物についても水質の環境基準 (海域を除く)が設けられ 今後規制が追加 ･強化される
可能性も考えられる｡

[木材保存剤としての使用 ･規制動向】

B 系薬剤利用の歴史は長く,海外では防蟻,防腐及び防火目的の木材保存剤として広く使用さ

れてきた｡日本では,水溶性で処理木材から溶脱するため,主として屋内使用木材の乾材害虫防

虫剤として使用されてきたが,近年ccAの代替として,B系化合物を配合した加圧処理用薬剤も
開発され,JIS認定されている｡

(2)有機系薬剤
≪クロロフェノール系≫

[製品について]

木材保存剤としては,2,4,6-トリクロロフェノール,2,3,4,6-TCP,PCP,これらのナトリウム塩
等が利用され クロルデンとの複合剤も商品化されていた｡ 11･16)
[作用 ･挙動特性】

フェノールそのものも殺菌性は高いが,ハロゲン (塩素/臭)化フェノール類では更に増大す

ることが知られている｡その殺菌作用機構は,微生物細胞を構成するタンパク質の SH基と反応

して阻害作用を示し,酸化的リン酸化反応でのアデノシン三リン酸 (ArP)生育を阻害すること

による｡高分子化合物の生合成に必要なArpの生成阻害により,エネルギー代謝が阻害され 防
カビだけでなく防腐にも極めて有効である｡16･23~25)

[人体や環境への影響]

cpsの殺菌性は,塩素原子の数に応じて増加するとされる｡中でも,pcpは劇物に指定されて

おり,特に強い魚毒性が知られている｡ほ乳類に対しても急性毒性を有し,中毒症状として,眼

や皮膚への刺激,食欲不振,不眠,頭痛だけでなく中枢神経系や肺,腎臓,肝臓の障害等がみら

れる.木材保存剤として適用されたpcpがどれくらいの割合かを把握するのは困難だが,pcpを

始めとするCPs薬剤の用途は幅広く,多くの木材や木製品に使われていることが予想され,注意
が必要である｡16･23-25)

[pcp処理木材に由来するpcDD/DFsについて]

アメリカにおいては,1970-1995年の間のPCPの木材保存剤としての利用は40万 tonに上り,

PCDD/DFsとしては,4,800-36,000g-TEQが毎年処理木材に負荷されていたと推算されている｡
26)この推算は,処理木材が著しいPCDDDFs放出源として寄与していることを示している｡27,28)

また,欧州においても,pcp処理木材は潜在的pcDD/DFs放出源の一つとみなされてきた｡29･30)

商業用pcpに含まれるPCDD/DFs異性体分布の特徴については,08CDD等の高塩素ダイオキ

シンが多くを占めることがよく知られている｡31,32)pcp処理木材や廃木材に含まれるPCP及び

PCDD/DFsの濃度は多様である｡Friesら33)は家畜施設から木材試料を採取し,pcp及びpcDD/DFs

濃度を化学分析し,化学分析結果 (濃度)とアメリカ農業局 (USDA:USDepartmentofAgriculture)
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によるPCP処理方法との関係から次のように分類を行っている｡

･ 殺菌目的での低レベル処理 (pcp:2,500-82,000ng/g,PCDD/DFs:0.01612.4ng-TEQ/g)

･ 表面塗布による中間レベル処理 (pcp:110,0001880,000ng/g,PCDD/DFs:1ふ53ng-TEQ/g)

･ 圧力注入処理による高レベル処理 (pcp:1,600,00018,500,000ng/g,PCDD/DFs:27-310

ng-TEQ/g)
なお,詳細なデータはないものの,CPsとクレオソートの併用例の報告もなされている｡ 34,35)

[木材保存剤としての使用 ･規制動向]

cps系の物質は古くから殺菌剤として開発され 中でも商業用pcpは,日本においては主に農

莱 (除草剤)として,特に1960年代から1972年に多用されていた｡しかし,魚介類に対する毒

性が強く,しばしば問題を起こしたため,1971年に ｢水質汚濁性農薬｣に指定され使用規制され

るとともに,他の低毒性薬剤の開発により水田には使用されなくなり,その後農薬登録は失効し

ている｡今までのPCP原体累積生産量は175,700tonで,その97%までは1974年以前に使われて
いる (図3.2.3_2)｡木材保存分野においても,防カビ性,処理木材表面での残留性 (溶脱抵抗性)

が比較的高いこともあり,過去60年以上に渡って使用されてきた｡ 13･22)しかし,cps自身の有害
性や不純物として含まれるpCDD/DFsの問題もあり,世界的にも使用規制が進みつつある｡

日本においては,現在は生産･販売とも終了しているが,2002年になって,高レベルpCDD/DFs

の含有を認めた当時の製造者は,農林水産省の指示により,pcp製品の回収を始めた｡pcp処理

木材等への言及はないが,農薬用途と異なり,成分の一部が木材に残存している可能性があり,
なんらかの対応が必要と考えられる｡

欧州においては,1999年 5月に,ECが ｢販売 ･利用規制指令｣により,木材保存や繊維等へ
の原則使用禁止を宣言し,また,どのような場合においても,pcp中ヘキサタロロジベンゾパラ

ダイオキシン (H6CDD:hexachlorodibenzoparadioxin)濃度が2ppmを上回らないことやラベリン
グすること等を決めた｡ 36)
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≪クロルデン≫

[製品について]

有機塩素系の薬剤で,殺虫剤,防疫用薬剤,シロアリ駆除剤として使用されていた｡クロルデ

ンの製造は,ヘキサクロロシクロペンタンジエンをシクロペンタジエンと縮合させてクロデイン
とし,これを塩素化する方法が一般的である｡こうして得られた合成クロルデンには,多種の関

連物質が含まれている｡主要構成物がクロルデンで 60-70%を占めており,trams,cis体の2種

類がある｡その他に,trams,cis体のノナクロルやへブタクロル,クロルデン,またオキシクロル
デン (それらの代謝物)が含まれる｡ 16)

[人体や環境への影響】

劇物に指定されており,人間に対する急性毒性を有し,中毒症状として,吐き気,堰吐,下痢,

食欲不振,ふるえ,けいれん等がみられる｡慢性中毒では,中枢神経系や肝臓,腎臓,消化管の

障害や肺水腫等がみられる｡ 16,24)

[木材保存剤としての使用 ･規制動向]

農薬登録期間は 1950-1968年であるが,図3.2.3-3に示す通り,農薬登録失効後の輸入量の伸
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びが著しい｡そのほとんどは合板接着剤添加,シロアリ駆除剤であり,1985年には最高の2,206ton

が,1986年 4月に業界が自主規制するまでに1,138tonがそれぞれ輸入された｡日本では,1970

年代後半から,クロルデンの環境汚染に警鐘が鳴らされ始めたが,何ら規制措置もとられないま

ま使用量の増大が続いたことがわかる｡その原因は,シロアリ駆除剤が農薬取締法や薬事法 (殺

虫剤を取り締まる)の対象外となっている上,当時の農林省,通産省,建設省等といった行政が,

シロアリ駆除剤としてクロルデンの使用を推奨する姿勢をとっていたから,との指摘がなされて

いる｡例えば,住宅金融公庫から資金を借りるための条件として,シロアリ対策を行うこととい

う一項が付け加えられたこともあった｡ようやく1986年に,化審法により｢第一種特定化学物質｣

の指定を受け,全ての用途で製造 ･販売 ･使用が禁止された｡しかし,すでに使用中の製品の使

用 ･廃棄は今後も続くものと思われる｡ 16)また,海外ではまだ使用している国もあると思われ

輸入木材や木質製品のチェックが求められる｡一方,国際社会においても,2001年のストックホ

ルム条約外交会議で POPsの一つとしての指定を受け,国際的な枠組みで対策を進める対象とな
った｡

≪クレオソート≫

[製品について]

クレオソー ト (コールタール)は,石炭乾留コークス炉で副生成するコールタールの蒸留によ

り生成するタール製品で,古くから,カーボンブラック原料,燃料,農薬,染料,忌避剤,そし

て木材保存剤等として幅広く用いられてきた｡黒色であるため,建物等の使用にはあまり適当で

はないが,人目につかない土台等の部材に多用されてきた｡中には防蟻効力をより一層高めるた

め,これを塩素化した製剤もある｡クレオソー ト中のフェノール成分は防蟻効力を示し,フェノ

ール成分含有量の少ないクレオソートには,3%PCPを添加することがある｡また,過去に PCP

等のCPs系薬剤を添加 ･併用する例が報告されている｡ 22･34,35)その他には,シロアリに対するク

レオソートの効力を高めるため,Asを含有させた As含有クレオソー ト等も検討されていた｡ま

た,クレオソートは,塗膜の強度が十分でなく,乾燥に極めて時間がかかるため,イソシアネー

ト類等を加えて反応させ,塗膜の改善を図ることも検討されてきた｡ ll)

[作用 ･挙動特性]

クレオソー トは,200以上の化合物を含む複雑な混合物であり,効力の特徴は多数の化合物の

総合効果であり,各成分を単独で用いた場合には,防腐効果が低下すると言われる｡また,クレ

ゾールやナフタレンを含み,臭気により鳥獣を寄せ付けないようにする機能もある｡

[人体や環境への影響]

クレオソートには,多種多様な多環芳香族炭化水素 (FAHs:PolycyclicAromaticHydrocarbons)
が多量に含まれる｡Pm sは,100以上の異なる化学物質群で,不完全燃焼 (化石燃料,ごみ等だ

けでなく,タバコや炭火焼き等も排出源)により形成される｡環境への放出ルー トとしては,火

山,山火事,石油燃焼,自動車排ガスが挙げられ これらが大気放出の大半を占めると言わる｡

水系ルートは,工場排水や汚水処理施設からの排出が考えられる｡中には土壌や表層水から大気

へ揮発し,日光や大気中化学物質との反応で分解するものもある｡一方,水中では簡単には分解

せず,土壌粒子に吸着し,湖川の底に沈殿する｡土壌や水中においても微生物分解されるものは

あるが,それ以外は地下水を汚染する可能性がある｡PAHsの人体影響については,マウスに対す

る不妊 ･死産率の上昇,胎児の体重減少等が人にも当てはまるのか,現在のところ不明である｡

また,動物実験では,短期 ･長期曝露により皮膚や循環器系,免疫能力への悪影響,発疹性が確

認されている｡ 37)なお,代表的なFAHsとして,USEPAが優先的に対応すべきと指定している 16

種 (UsEPA指定 16種 M Is)について,物理化学的性質等を表3.2.3-1に整理した｡

クレオソー ト処理木材の性質についてみると,引火性に関しては,注入直後は火気に対して注

意を要するが,一定期間が経過すると着炎しにくくなる｡しかし,火源が大きいとクレオソー ト

から可燃ガスがでるので,着炎しやすくなり燃焼性は増すので,注意が必要である｡ 22)

また,クレオソー トのような油状防腐剤を用いた処理木材は,使用中または貯蔵中に発汗 (木

材表面に油状物が浸みだしてくる現象)が起きる｡発汗により浸み出す成分は,注入時の組成と

は異なり,アントラセン,フェナントレン等の成分が含まれている｡ll,22)このように,多種多様

なpAHsを含むことは知られているが,その挙動は十分には解明されていない｡

[木材保存剤としての使用 ･規制動向]
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クレオソート中にはベンゾ[a]ピレン (Bla]P:Benzo【a]pyrene) を始め,発癌性や催奇性の疑わ
れるものがある｡ 13･38)

これに対して,欧州においては,以前からBla]P濃度により使用規制を行ってきたが,2001年

10月に,ECが ｢販売 ･利用規制指令｣により規制強化を宣言し,2003年6月までにBla]P濃度

を50ppm未満とし,また,限られた専門家の利用以外は全面使用 ･販売禁止となっている｡ 39)

アメリカでは,1985年から,クレオソート系薬剤の店頭販売が禁止されるとともに,その容器

や処理木材及び製品には,毒性に関する注意の表示が義務づけられ,労働者の安全衛生対策の強

化もなされた｡

日本においては,2003年までそのような動きはなく,クレオソー トやクレオソート処理製品が

一般に販売されてきた｡しかし,国土交通省は2003年度より公共建築工事へのクレオソート使用

を禁止し,また厚生労働省は2004年春より ｢有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律｣

の対象とする方針を決定している｡

Table3.2.3-1USEPA指定 16種pAHsの性質

化学式 分子量 構造 融点 沸点 蒸発熱 Molercular 溶解度(H20) 蒸気圧 -ンリー定数
(g/mol) (℃) (℃) (kJ/mol)connectivity (mmol/1) (paat25℃) (Atm.m3/moo

Naphthalene C10H8 128.2 03 81 218 43.2 3.405 2.4×10-1 10.9 4,5×10-3

Acenaphthylene C12H8 152.2 65 92-93 270 50,4 4.149 2.6x10-2 1.20×10-6 1.1x灯 4

Acenaphthene C12H10 154.2 ゐ 95 279 51.1 4.445 2.9×10-2 5.96×10~1 2.4×10一事

FluoJ.ene C13H10 166.2 C喝 115-116 295 58.2 4.611 1.2x10ー2 8.86×10~2 7.4×10-5

Phenanthrene C14Hld 178,2 CJ 101 340 52.7 4.815 7.2×10-3 1.8+0.1×10~2 2.7×10-4

Antbracene C14HID 178.2 C江33 216 342 52,4 4.809 3.7×10~4 7.5+0.7×10■ 1.8×10-6

FIuoranthene C16HID 202.3 C& 109 375 66.5 5.565 1.3×10-3 2.54×10-1 2.Ox10J3

Pyrene C一6H10 202.3 65) 150 393 65,8 5,559 7.2x10-4 8.86×104 1.3×10-5

Benz【a]aJlthracene C18H12 228.3 cos)161 400 65,6 6.226 6.1×10~5 7.3十1.3×10-6 1.2×10-6

Chrysene C18H12 228.3 oタコ 254 448 65.8 6.226 1.3×10-5 5.7+2×10~7 6,7×10-7

Benzolb]fhoranthene C20H12 252.3 cB 168 481 4.8×10-6(ュo℃) 6.7×10-5(ュo℃)

Ilenzo[k]nuoranthene C201112 252.3 cc& 216 480 3.0×10~6 1.3x10-8(20℃)

Benzola]pyrene C20H12 252.3 cm 178 496 71.1 6.976 1.5×10-5 8.4×10-7 2.7×10ー7

tndeno【1,2,3-cd】pyrene C22H12 276.3 C蔵 164 536 2.2×10-4 1.3×10-8(ュo℃)

Benzo【g,h,i】perylene C22H 12 276.3 辛 278 545 75.8 7.720 2×灯5 6×10~8 2.0×10-7
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3.2.3.3.薬 剤 処 理 木材

3.2.3.3.1.木 材 の薬 剤 処 理 工 程

≪ 薬 剤 処 理 方法 ≫

木 材 の薬 剤 処 理方 法 は ,使 用 中や 廃 棄 後 の処 理 木材 の性 状 や , そ こに含 まれ る化 学物 質 の挙 動

を大 き く左 右 す る｡ 例 え ば ,表 面 へ の塗 布 処 理 で は,屋 外 使 用 中 に雨 水 に曝 され 薬剤 が 流 れ 出

る可 能 性 が あ る.一 方 ,木 材 の 深 部 まで 薬 剤 を注入 す る加 圧 処 理 等 で は ,薬 剤 流 出 は少 な いか も

しれ な いが ,廃棄 後 に木 材 に残 存 す る薬 剤 に注 意 を要 す る｡木 材 処 理 方 法 は , 諸 条 件 よ り最 も効

果 的 な 方 法 (表 3.2.3-2)ll)が 選 択 され るが , そ れ に加 え, 廃 木 材 サ イ ドか らは, 適 正処 理 が 可 能

な 薬 剤 処 理 方 法 の検 討 ･選 択 や , 薬 剤 や 処 理 方 法 の識別 可 能 化 等 が 求 め られ る｡

Tables.2,3-2各種木 材 処 理 法 の 比較 (ほ とん どの薬 剤 が液 状 の た め,共 通 した方 法 が適用 で き る)

義穿 毛細管現象による自然吸収 拡散現象 加熱 冷 却 に よる吸引 減圧による浸透 真空､加圧による注入

筏/, .熱で分解しない ･熱で分解しない ･沈殿が多い物は不適
水1. 乾燥材､生丸太 乾燥材 高含水率 乾燥材 . 乾燥材
収++ 200f:/m3以上 20k庄/m3以上 50kg/m3以上 150kg/m3以上

.BJPシI-講′ぎi/～ 表面から2mm以下 表面から5mm以下 ･表面から3-5cm･心材でも可能 辺材部の大部分 ･辺材部100%･心材はわずか

讃㍑蓑′.,妻!頚′.ta濫Z董…繋誘賢27f空:,〟･..,蘇++送.薬剤が少量 ･広い面積に対して能率良好･狭い勝間の処理可能･塗布主の加減可能･随時､繰り返し処理可能 ･処理むらが少･手間不必要･簡単に多主材の表面処理可能･処理時間の制約なし ･浸潤慶大･生材時の処理可能 ･高い吸収量 ･加圧と比較して装置や操作が ･浸潤慶大･処理むらが少

5㍍.処理面範囲の ･簡単な装置で 簡便 ･吸収量の加減可能
数 日由設定が可能 処理可能 ･含水率の影響少 ･注入量の柔軟な ･処理時間が短
経.随時､繰り返し ･難注入材の処理 ･装置が簡便 変更可能 (高能率)

賢処理可能iZGゴ{:誌琵 可能･心材でも浸透良好 ･辺材の処理に最適 ･処理操作の変更自由

碁誇.手間必要 ･強制排気等の装置や広い場所必要･無駄な薬液が多量･処理面の限定困難 ･薬液が多量･部分的な処理 ･処理に長時間必要･表面から内部までの ･処理に長時間必要･多量の薬剤必要･木材に狂い､割れが発生 ･難注入材の処理困難･未乾燥材には不適･特別な装置必要･高い施設費･現場処理不可 ･特別な装置必要

守.処理むらの発生 不可 濃度勾配大 ･高い施設費
好.狭い隙間､ ･多土薬剤の汚れ ･乾燥材は処理 ･未乾燥材には不適
琵下向き面の による効力低下 不可 ･現場処理が不可

琵 処理困難翠 ･既設材料の処理不可 ･水亨容性薬剤以外使用不可 ･処理工場が少

≪ 木 質 建 材 の薬 剤処 理 ≫

住 宅 建 材 につ いて は , 表 3.2.3-3に示 す よ うな処 理 が行 わ れ る ｡ ll)建 設 基 準 法 施 行 令 で は,｢構

造 耐 力 上 主 要 な部 分 で あ る柱 , 筋 交 い及 び 土 台 の うち,地 面 か ら 1m以 内 の 部 分 に は,有 効 な 防

腐 措 置 を講 ず る と と も に, 必 要 に応 じて , シ ロア リそ の他 の虫 に よ る害 を防 ぐた め の措置 を講 じ

な けれ ば な らな い｣ と され て い る ｡ また ,近 年 ,住 宅外 横 や 景 観 施 設 へ の薬 剤 処 理 木 材 使 用 も急

増 して い るが , 晶質 や 薬 剤 の安 全 性 に対 す る懸 念 によ り, 高 耐 久 性 木 材 へ の転 換 の動 きが 見 られ

る｡ な お , 具体 的 な使 用 箇 所 につ いて は ,薬 剤 処 理 廃木 材 の発 生源 を検 討 す る際 (3.2.3.3.3参 照 )

に整 理 す る｡

Table3.2.3-3各種 住 宅 建 材 につ いて の規格 及 び そ れ に応 じた 薬 剤 処 理

特徴 ･建築分野では薬剤処理木材の主要用途 ･ 近年機械プレカット部材増加ぐ96木造軸組工法住宅の1/3) ･細分化したエレメントを積層接着し･住宅床仕上げに多用 ･蒸気圧の高い薬剤は,使

た再構成材料(集･乾材害虫の被害を受 用中に蒸発し,室内環境

成材,合板,ボード類) けやすい広葉樹多用 を汚染する恐れあり

主な ･加圧処理材が多 ･ 土台.外壁.浴室. ･構成前のエレメント ･防虫処理が必要(ー60 ･床下の土壌処理･地盤面から1mまでの外壁.浴室木部の塗布.吹き付け処理･表面処理剤は着色により処理したことを示すのが一般的○薬剤は効果が立証され公的機関の認証受けたもの

○加圧注入式土台の 台所の柱等をまと を処理するのが効 年代に被害多発-近

JⅠS規格:樹種及び寸 めて加圧処理する 果的 年再発)

方法 紘,使用薬剤,品質(痩 ケースの増加 ･エレメントが小さい ○複合フローリングの防

や 潤長.吸収量) ○高級プレカット部材 ときは接着剤混入 虫処理法のJAS規格:ち
規格 ○構造用製材のJAS規 として優良木質建材 処理法も有効 系化合物による単板処理

格:性能区分に対応した 等認証(AQ)を受けら ･製品として薬剤処 /有機リン系化合物によ
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≪木材の薬剤処理工程,処理木材の保管工程における環境排出について≫

薬剤処理工程は,保管も含め,それ自体が木材保存剤成分を環境に排出する工程と言える｡特

に処理工程における薬剤成分の放出が懸念されるのは,塗布や吹き付け処理であろう｡これらの

方法では,1)処理中に薬剤成分の揮散 ･溶出量が多いこと,2)十分に浸透させるために必要な薬剤

量,無駄になる量が多いこと,3)長期に渡る効力持続が期待できないため,継続的に処理が必要
となること等から結果的に多くの薬剤を使用し,その多くを環境中に放出している可能性がある｡

これらの方法で現場処理される木材も相当量あると思われ,中には木材保護 ･塗装等の目的で手

軽に家庭において処理されるものも含まれる｡これらへの対処としては,処理 ･使用環境を管理

することは困美佳であることから,薬剤の安全性確保や薬剤用途 ･販売先の限定といったリスク制

御策が必要と考えられる｡

3.2.3.3.2.薬剤処理木材の生産状況

木材の薬剤処理については,農薬の転用,現場 ･治療的処理等,木材へ適用した量を把握する

のが困難な事例が多く,工業的に生産される薬剤処理木材として,加圧注入式薬剤処理木材の年

間生産量 (図 3.2.3-1)が把握されているのみである｡その量は年間30-60万m3の間を推移して

いる｡これは,製材用木材全体の1%にもみたない量であり,世界的に見ても非常に少ない｡

3.2.3.3.3.薬剤処理廃木材の発生及び廃棄状況

薬剤処理廃木材の発生源としては,加圧注入式として把握されている用途 (図 3.2.3-4)が挙げ

られる｡これらの詳細な使用箇所や量はわからないが,廃棄時に同定し,適正処理することを考

える場合,想定される発生源 (場所)や形態を把握しておくことが必要となる｡
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Fig.3.2.3-4加圧注入式薬剤処理材の用途別生産量 18)

≪発生源≫

薬剤処理廃木材の発生漁や部材 ･製品名を,その用途や,各種関連規定 11)を参考に整理したの

が表 3.2.3_4である｡これによると,土台への利用が安定して 10万 m3程度であることがわかる｡

一方,電柱及び枕木への利用は減少傾向にあるが,1980年代には相当量が生産されており,今後

も継続して廃棄される可能性があるものと思われる｡

将来需要増加が見込まれる用途は,住宅やビル外周の庭や空間に付帯的に設置される塀,歩道,

植え込み等の外構施設である｡最近は様々な分野で,景観と調和したデザイン性,高付加価値性

等が望まれる遊器具,ベンチ等,エクステリアウッドとしての木材利用が広がりつつあり,今後

これらの廃棄にも注意を要する｡
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Tables.2.3-4日本において予想される薬剤処理木材の発生源

木造建築物
1. 土台 土台

2.地面から高さ1m以内の 柱,間柱,筋かい (構造用合板等の耐久面材含む),胴縁等の軸組

外壁回り 材と壁下地板 (合板含む)

3.浴室回 り 浴室を構成する柱,間柱,筋かい (構造用合板等の耐久面材含む),胴縁等の軸組材と壁下地板 (合板含む),浴室に隣接する脱衣室,

洗面室等の大引き床束,根太掛等の床組材

4.台所その他水を使用する箇所 台所,洗面所,便所等の水掛かり部分の軸組材ならびに床組材

5.屋根等 屋根の軒先,けらば部分を構成するものや,たるき,鼻隠板,広小
舞,野地板等,庇もこれに準ずる

外積材 (エクステリアウッド)住宅･ 都市開発地･ 公園リゾート･ 道路･ ウオーターフロント等 唐 蓋 芋,;≡

≪発生量≫

薬剤処理廃木材の発生量やそこに残存する薬剤量の予測には,耐用年数を左右する多くの因子,

加圧注入式以外の処理木材生産量 (現場 ･治療的処理等),使用中の薬剤損失量等の考慮が必要と

思われるが,詳細な条件設定は行わず,用途に応じた耐用年数を仮定し,加圧注入式薬剤処理木

材の生産量のみを用いて薬剤処理廃木材の発生量を推定したのが,図3.2.3-5である｡ここで平均

耐用年数は,電柱 15年,枕木 20年,土台25年,その他 15年とした｡ ll,19,40･41)これによると,

1)電柱は数年前までに排出量のピークが過ぎ,今後徐々に排出量は減っていく,2)枕木 (大半がク

レオソート処理されたもの)はここ数年がピークで,その後も一定量の排出が続く,3)土台 (大
半がccA処理されたもの)は本格的な排出が始まっており,これから十年以上は排出量が20万 m3

前後を推移する,4)外構材等その他の用途に使用されていたものに関しては,今後排出が本格化
してくる,との推定ができる｡
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Fig.3.2｡3-5薬剤処理廃木材の推定発生量

≪特定発生源からの廃棄状況の把握≫

家屋や家具等の一般的な用途の場合,廃棄時に薬剤処理木材か否かを判断するのは難しく,磨
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棄実態を正確に把握するのは困難である｡それに対し,特殊なケースが鉄道廃枕木である.この

用途においては,従来クレオソート処理木材が多用され,使用から廃棄に至るまで一貫して鉄道

会社等により管理されてきたことから,廃棄状況に関する情報を入手できる可能性がある｡一つ

の調査報告 40)によると,鉄道枕木の耐用年数は樹種や薬剤 (大半がクレオソート)の注入条件に

支配され 大半は腐朽の発生によって取り替えられるが,設置場所の状況や使用状態にも左右さ

れ レール底面への食い込みや犬クギの保持力減退等によって交換されることもある｡樹種の異

なる枕木について,通過車両の合計量との関係から想定した耐用年数は5-30年以上と幅を有し,

予測は困難だが,JR東日本の調査 (1980年代後半)では,木製枕木の年間交換率は使用量の約3%
(20万本以上に相当)であったという｡また,その枕木の処分と再使用に関する聞き取り調査に

よると,各鉄道会社において,柿,輪木,蓋等の用材として再使用されることもあるが,大半は

特定少数の産業廃棄物処理業者に委託され,損傷程度によって,表3.2.3-5に示すように処分 ･再

使用されていることがわかった｡

Table3.2.3-5廃枕木の処分 ･再使用 40)

上級 i扇 -1% トンネルのシールド材 (以前),エクステリアウッド,木レンガ,土留
(取引価格¥500/本) め材,店舗用建築材料,園芸用等

並 約 13% 鋼材の輪木 (工事現場),輪木 (コンクリート製造工場)等

下級 約 43% 練炭用の輪木 (以前),風呂屋の燃料,溶鉱炉の燃料等

3.2.3.4.その他の流入源

薬剤処理木材以外の廃木材への化学物質流入源としては,家屋解体時等に廃木材群に混入する
各種製品が考えられる｡

建設リサイクル法においては,分解 ･解体等の過程における有害物質の発生の抑制等に関する

事項として,1)冷凍空調機器の冷媒としてフロン類が使用されているユニット型エアコンディシ

ョナー及び電気冷蔵庫,2)非飛散性アスベスト,3)CCA処理木材,4)ポリ塩化ビフェニル (pcBs:

polychlorinatedbipbenyls)を含有する電気機器等を指摘し,注意を促している｡この1)及び4)に代
表される家電製品中化学物質の他にも,様々な化学物質を含有する家庭用晶の混入が懸念される｡

これらは,家屋解体前に丁寧に除去することによって混入を回避することができると考えられる｡

pcBsを含有する製品としては,建設リサイクル法において挙げられた電気機器等の安定器の他

に,過去に用いられていた蛍光灯やpcBs工業製品を含むゴム製シーリング材,pcBs含有塗料や

添加剤が考えられる｡また,ドイツでは,廃木材の再資源化等に関する条例において,PCBs含有

剤で処理された断熱材や防音壁の混入の可能性が指摘されている｡ 42)

上述のような製品由来の化学物質の他には,ハウスダスト中に高濃度の金属類が含まれている

との報告 43~45)があり,これが家屋解体時に廃木材に付着する可能性も考えられる｡ 46)従って,磨

木材加工時のダスト等への曝露や取り扱いには注意を要する｡

また,化学物質の混入以外にも,再資源化施設等における処理に支障をきたす異物 (ドアノブ,

釘などの金属製晶,石膏ボード,プラスチック部品等)の混入が報告されており,これらの除去

がco2排出量等の環境負荷低減にも大きく寄与することが示唆されている｡ 47)

3.2.3.5.薬剤処理木材発生動態調査

国内において発生している廃木材について,薬剤処理等による汚染実態を把握するために,1999
年に京都市ごみ清掃工場において,持ち込まれた家屋解体材等の調査を行った｡その結果のレビ

ューを中心に,他調査結果もあわせて現在の薬剤処理木材等の発生実態 (薬剤種)を考察する｡

3.2.3.5.1.調査の目的及び概要

建設リサイクル法施行前まで,京都市では,市民持ち込みごみとして搬入される廃木材につい

て,一時保管後,破砕処理等を経て,全量焼却し,焼却残液を埋立処分していた｡この廃木材は,

持ち込みごみの中で最も多く,焼却処理施設や埋立処分場の処理量を増大させる大きな原因とな
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っていた｡これらの中には,木造家屋に用いられていた家屋柱や黒色の枕木のようなもの等,薬

剤処理木材と思われるものも含まれていた｡それらの量的把握は困難であるため,廃木材一時保

管場所から一定の基準でサンプリングを行い,各サンプルについて,簡易のスクリーニング調査

を行った後,選定した試料について含有量分析を行い,薬剤処理の有無やその薬剤種の同定を試
みた｡

3.2.3.5.2.調査方法

≪廃木材サンプリング≫

京都市ごみ清掃工場の廃木材一時保管場所から,表3.2.3-6の5区分により各 10検体の廃木材

(破砕前廃木材)を採取した｡また,破砕 (市収集大型ごみと合わせて破砕される)残漆から木

質部分 (粗大破砕系大)及び破砕小粒径残液 (小)を採取した｡更に,破砕施設の集塵ダスト (破

砕ダスト)を6日間に分けて6試料採取した｡
≪スクリーニング≫

破砕前廃木材については,各試料の表層5mmを採取し,蛍光X線分析によりcr,Cu,As及

び塩素 (cl)を測定し,表3.2.3-6に示す基準で詳細分析を行う試料を選択した｡

≪含有量分析≫

重金属類については,各試料切断時の鋸くずに硝酸を加え,マイクロ波分解装置で分解し,ICP

分析により同定及び定量を行った｡残留性有機汚染物質については,各試料の前処理を廃棄物処

理におけるダイオキシン類測定分析マニュアルに従って行い,GC/MSにより同定及び定量を行っ
た｡

Table3.2.3-6サンプリングとスクリーニングにおける破砕前廃木材試料区分

無機系 木材の表面が緑色で処理の刻印が残るなど,ccAな 全試料からcr,cu,Asが検出さ ccA系
ど重金属類系薬剤で処理されたと思われる廃木材 れたが,特に多かつた6検体 No.1-6

クレオソート系 木材の表面が黒色で粘性を持ち,クレオソートなど pcp処理の可能性を示唆するC1 有機系
有機系薬剤で処理されたと思われる廃木材 が検出された3検体 No.1～3

般木材 家屋柱 (古) 上記の特徴を持たず,比較的古い柱状の廃木材 clが検出された3検体(cr,cu,As,C1のいずれか1成分が検出された試料はあつたが,薬剤処理の可能性は低いと思われる) 一般木材No.1-3

家屋柱 (新) 上記の特徴を持たず,比較的新しい柱状の廃木材

3.2.3.5.3.結果及び考察

≪重金属頼≫

表3.23-7に示す通り,ccA系廃木材試料にはcr,cu,As が他試料に比べ高濃度に含有されて

いた｡このサンプリング及びスクリーニング方法は,廃木材に対するCCA処理の有無を把握する

のに有効であったと考えられるが,統一的なサンプリング及び分析手法,基準値等の設定には,

再現性はもちろんのこと,物質の環境中挙動,リスク評価等の視点からも,検討が必要だと思わ
れる｡

有機系廃木材試料にはBが他試料に比べ高濃度に含有されていた｡防腐 ･防虫 (蟻)性を高め

るため,クレオソートに加えてB系薬剤処理がなされていた可能性がある｡

粗大破砕系試料に含まれていた重金属類の濃度は,ccA系廃木材試料中のCr,Cu,As,有機

系廃木材試料中のBの各含有濃度に比べて 1-3オーダー低いことがわかる｡しかし,cuやBの

含有濃度が一般木材より若干高くなっているため,これらの薬剤で処理された木材が混入してい

る可能性は考えられる｡
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Table3.2.3-7廃木材試料の含有量分析結果

No.1 410 6.3 1,300 470 15 14,000* 6.8* 380* く1* 5,400* 3,loo♯

No.2 820 1.2 1,200 550 17

ccA系 器霊 340 5.8 1,000 380 20340 5.8 870 340 15
No.5 390 10 750 360 11

No.6 460 15 1,200 450 13

No.1 2.5 130 18 16 9,000 29 ll,000 37 12,000 100

有機系 No.2 <0.1 720 17 25 5,100 18 9,600 33 4,500 73

No.3 <0.1 120 12 13 6,700 21 7,800 17 8,900 90

No.1 5.3 3.4 21 11 1,300 6.4 320 <1 1,100 350

一般木材 No.2 6.7 17 18 11 1,200 7.4 2,700 2.1 600 110
No.3 <0.1 3.1 6.7 6.6 340 2.3 770 1.0 380 35

租大 大 0.51～16 17.～19 2.0.〉2.5 4.9～5.0 19～23 1,300 4.6 8,300 130 1,100 510

破砕系*1 小 0.94～2.1 8.7～20 7.5～8.1 22～33 30-32 4,600 13 18,000 1,100 1,200 940

破砕ダス ト*2 34.～55 170～250 56′ー75 210～260 240～310 15,000 150 70,000 2,700 2,700 1,600

*:混合試料の測定値｡
*1:重金属類は2試料の最小～最大測定値｡PCDD/DFs,PAHs,CPsは混合試料の測定値｡
*2:重金属類は6試料の最小～最大測定値｡PCDD/DFs,PAHs,CPsは1試料の測定値｡

破砕ダス ト試料には,ccA処理されていないと思われる試料に比べて高濃度のCr,Cu,Asが

含有されていた｡また,B,フッ素の濃度も他試料に比較して高濃度に含有されていた｡ただし,

破砕ダス トは,木材以外の廃棄物を含む大型ごみを破砕する際の排ガスをバグフィルターにて集

塵したものを試料としており,薬剤処理廃木材以外の汚染源の可能性も考えられる｡

≪ccA処理木材の残存薬剤量及び存在形態について≫

この調査において排出が確認された ccA系廃木材は,その外見的特徴 (形状や刻印)から,加

圧式保存処理工場においてCCA処理され,家屋の土台等として用いられていた可能性が高いと思

われた｡このような住宅部材用の保存処理木材については,JISやJAS規格で使用環境や用途に

応じた樹種や薬剤種 ･薬剤量等が定められている (3.2.3.2.2参照)｡ここで,土台用加圧式防腐処

理木材に関するJIS規格をもとに,

･ 最も薬剤吸収量が少なく (木材比重 0.5,薬剤吸収量3.5kg/m3),

･ cr,cu,Asの比率が今回の含有量分析試料中のそれに近い条件 (ccA1号-cro3:60%,CuO:

20%,As 205:20%)

を仮定して薬剤量を試算したところ,Cr,Cu,As の合計値は約4,200mgnig(それぞれ 2,200mg佃g,

1,100mgn(g,910mg佃g)となった｡また,比較的新しい市販のCCA処理木材 (2検体)中のCr,

Cu,As を測定した結果によると,7,400mgn(g(3成分の各平均値を合計したもの)になっている｡
19)一方,この調査において,CCA系廃木材試料中のCr,Cu,Asを加えた濃度は,最も多く含ま

れていたもので約2,600mg収gであった｡
これらの結果は,非常に限られた情報であり,使用開始時の木材中薬剤量等を安易に推定する

ことはできないが,少なくともccA処理木材使用中の薬剤の散逸について一考を加える意義を与

えるものと思われる｡使用中の薬剤散逸やその損失率については,廃材利用 (長期利用や継続利

用を含む)における耐久性や安全性の面からも,重要な要素になるだろう｡

なお,ccA元素の化学形態については,crやAsは,水溶性の薬剤中ではそれぞれ 毒性の強

い6価,3価の形で存在しているが,木材注入後徐々に3価,5価の形になり,難溶化すると言わ

れている｡ 19)今回の調査で形態別濃度は測定していないが,ccA系廃木材に残存する薬剤の多く

は,廃棄時には3価のCr,5価のAsの形態である可能性が高いと考えられる｡

≪残留性有機汚染物質≫

表 3.2.3-8に示す通り,pCP及びpcDDのFs実測値については,ccA系廃木材や破砕ダス ト試

料中濃度が他試料に比べて高かった｡工業用 pcp中に不純物として含まれるpCDDn)Fsに関して

は,高塩素化物が多く含まれていることが報告されており,31,32)この分析結果においても,図

3.2.3-6に示す通り,pcp濃度の高いこれら2試料中に08CDDが多く含有されていることから,2

試料にはpcp処理された木材が含まれており,そのPCP中に不純物としてPCDD/DFsが含まれて

いたと考えられる｡破砕ダストについては,前述の通り,廃木材以外の大型ごみも混在した状態
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で破砕処理されているため,pcp処理廃木材以外の汚染源の可能性も考えられる｡なお,試料中

のPCP濃度は,蛍光X線によるスクリーニングの検出限界 (Cl:10ppm程度)に比して1-2オ
ーダー低く,スクリーニング段階では把握されなかった｡

pAHsについては,有機系廃木材,粗大破砕系,破砕ダスト試料中濃度がccA系廃木材や一般

木材中濃度に比して 1-2オーダー高かった｡有機系廃木材は,木材表面が黒色で粘性を持ってい

たことからも,クレオソー ト処理されている可能性が高いと思われる｡粗大破砕系及び破砕ダス

ト試料は,発癌性が懸念されるB[可P濃度も他試料に比べて高く,管理 ･取扱に注意を要する｡
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Fig.3.2.3-6試料中pcpとpCDDn)Fs(08CDD)含有濃度の関係

≪薬剤処理廃木材の発生状況≫

この調査においては,市民持ち込みごみとして排出されていた廃木材の中に,CCA,B系,pcp,

クレオソー トの各薬剤で処理された可能性のあるものが含まれていることが確認された｡

埼玉県における調査 46･48･49)では,1988年に県内廃木材チップ化施設9事業所から廃木材チップ

計33検体を,1998-1999年に3事業所から計10検体を,2001-2002年に11事業所から計39検体

を採取し,有機塩素系薬剤や重金属類の分析を行っている｡その結果,pcpを初めとするCPsの

濃度が高く,ほぼ全ての廃木材チップについてppm レベルで含まれていたこと,特にpCPについ
ては13年以上に渡り濃度と検出率がほぼ一定であること,その他の有機塩素系薬剤の検出も見ら

れたが,ディルドリン及びDDTは濃度レベルと検出率の低下が顕著であったことを報告している｡

これらの結果の一部を表3.2.3-8に整理した｡これによると,様々な廃木材の混合物である廃木

材チップ中濃度は,廃木材柱に比べ,概して低レベルであることがわかる｡PCPについては,防

カビ目的で多くの木材の短期 ･一時処理に利用されていた 22)と思われ ほとんどの試料で検出さ

れている｡このレベルのPCP (及び不純物として含まれるPCDD/DFs)の含有は,多くの場面で

考慮する必要があると考えられる｡また,cr,cu,Asもほとんどの試料から検出されていること
がわかる｡

北海道における調査 50,51)では,2000年に旭川市内の建築解体現場において着色が認められた土

令,柱を処理の種類 (無処理,CCA,クレオソート,吹付塗布)及び建築年で分類し,発生頻度

を調査している｡その結果,現在家屋解体により発生している廃木材は建築から30年程度経過し

たものが中心で,その多くがクレオソート処理されていたことがわかった｡2002年の調査におい

ては,道内の産業廃棄物中間処理工場及び解体現場において着色が認められた廃木材に含まれる

表面処理用木材保存剤について,重金属類及び有機塩素系薬剤 (クロルデン類,ドリン類,DDT

類,BHC)の含有量を分析している｡その結果,42検体のうち6検体からクロルデン類が検出さ

れたが,他の有機塩素系薬剤は検出されず,本州に比べて木材保存の歴史が比較的浅い北海道に

おいて発生する有機塩素系化合物はクロルデン類が主であると考えられた｡また,4検体は明ら

かにccA処理廃木材と思われる含有量であったが,北海道内でCCA処理土台が普及したのは

1978年以降と考えられ,本州より10年ほど遅れて,今後これらの排出が本格化することが予想
される｡
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これらの結果から,現在排出されている可能性が高いと思われるのは,CCA,B系,pcp,ク

レオソートの各薬剤によって処理された木材であるが,有機塩素系薬剤 (特にクロルデン類)に
ついてもまだ注意が必要であると思われる｡また,気候風土による薬剤処理木材適用の差異によ

り,地域差があることも示唆された｡

Table3.2.3-8薬剤処理木材発生動態調査の結果 (mg佃g)

京都市(1999) 廃木材 ccA系 平均 1,100 430 460 7.4 3.1* N.D.

n=6 最小-最向検出率 750-1,300100% 340-550100% 340-820loo瑞 1.2-151〔)0% 0%

有機系 平均 16 18 0.80 320 0.088 N.D.

柱 n=3 最′トー最高 12-18 13-25 <0.1-2.5 120-720 0.073-0.1 0%検出率 loo鞄 loo鞄 33% loo鞄 100%

一般木材 平均 15 9.5 4.0 7.8 0.17 N.D.

n=3 最′ト 最高 6.7-21 6ふ11 く0.1-6.7 3.1-17 0.035-0.35 0%検出率 loo鞄 loo鞄 67% 100% loo鞄

埼玉県 廃木材チップ n=33 平均 95 220 3.0 0.79 0.16 0.ll 0.10

(1988) 最′ト 最高検出率 19-460loo鞄 2.1-6,700loo侮 ND-3088% 97% ND-0.6379% ND-1.764% ND-1.149%

一玉県 n=10 平均 1.8 0.15 N.D. 0.011
(1998) 検出率 loo鞄 70% 0% 30%

玉 R n=39 平均 12 ll 1.0 1.2 0.052 0.011 0.0060
(2001) 検出率 loo鞄 49% 21% 23%
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3.2.4.廃木材の循環過程について

3.2.4.1.廃木材の循環過程

廃木材の排出後のルートとしては,循環 (リサイクリング)と廃棄 (最終処分)が考えられる｡

後者は焼却または/及び埋立処分だが,前者には様々なルートが存在し,また現在,検討 ･開発
されている｡

そこで,3.2.4.2において廃木材の循環 ･廃棄フローについて整理した後,3.2.4.3において薬剤

処理木材の廃棄ルートについて簡単に紹介したOそして3.2.4.4において廃木材の循環ルートに関

する情報をまとめた｡なお,廃棄ルートに関しては別途検討を進めている 52~57)が,本研究におい

ては,循環過程に焦点を当てるため,研究範囲に含めなかった｡

3.2.4.2.廃木材の循環 ･廃棄フロー

廃木材の排出後のフローについて,各種調査報告等 2･4･5,58)をもとに整理したものが図3.2.4-1で

ある｡これらは調査年や方法が異なるため,必ずしも整合性のとれたデータとは言えないが,大

まかな状況を掴むために示した｡これによると,発生する廃木材のおよそ半分が循環利用 (燃料

利用を含む)されているが,残りの半分は廃棄 (縮減を含む)されているであろうと考えられる｡

これを建設工事,一般工場及び一般家庭からの廃木材,つまり古材にしぼってみると,発生量 1,920
万m3のうち再資源化されているのは26%にあたる490万m3となることがわかる｡
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Fig.3.2.4-1廃木材の廃棄ルート

3.2.4.3.廃木材の廃棄ルート

先述の通り,相当量の廃木材が廃棄処分されてきた｡この廃棄方法としては,中間処理 (焼却

等による縮減)を経た後,埋め立てられるのが一般的と考えられるが,必ずしも管理下で適正に

焼却処分されるわけではなく,不法投棄や不適正処理,野焼きも多かったことが指摘されている｡

48)廃木材については,建設リサイクル法においても,一定距離内に再資源化施設がない等再資源

化が国難な場合には,縮減の実施が認められている｡現時点では,広域に点在する建設物から廃

木材が発生する一方で,木材再資源化施設は非常に少数で限られた地域にしかなく,縮減の実施

が避けられないと考えられる｡これを考慮すると,再資源化に向けた取組とともに,適正な縮減

の実施を確保するための対策が求められる｡適正処理に向けた視点の一つとしては,薬剤処理木

材の混入への対策が挙げられる｡

薬剤処理木材の使用後のルー トをその用途から考えると,図3.2.4-1の用材由来廃木材に一定量

含まれて排出されると思われる｡用材の需要量と加圧式薬剤処理木材の生産量より,後者の割合

が 1%にも満たないことがわかっており,これに加圧処理木材以外を加えても,薬剤処理木材の

36



占める割合は数%であろう｡しかし,焼却 ･埋立処分される廃木材に,残存薬剤成分が混入する

ことを考えると,その挙動には注意を要する｡薬剤処理木材の焼却処分に関しては,ccAや B系

薬剤処理木材の燃焼に伴う重金属頬の揮散 19,59)が指摘されてきた｡また,クレオソート処理木材

の燃焼に伴い高分子量の多環芳香族炭化水素が多く放出される可能性も示されている｡ 57)埋立処

分に関してはccAや B系薬剤処理木材からの重金属類の浸出等が指摘されてきた｡ 19,52~56)

経済協力開発機構 (OECD:OrganizationforEconomicc0-OperationandDevelopment)が組織す
る木材保存剤ワークショップでは,薬剤処理木材の用途に基づいて主な廃棄ルー トを特定し,そ

の放出シナリオの提示とモデル化について検討している｡廃棄ルートは国により異なるが,義

3.2.4-1に示す通り,焼却,燃焼及び埋立が主要なルー トとして挙げられている.各ルートにおい

ては,全媒体 (大気,水,土壌,地下水)が曝露を受けるが,排出に影響を与える潜在囚子は表

3.2.4-1の通り特定されている｡なお,焼却と燃焼に関しては,

･最新技術を用いた制御下の焼却は,薬剤処理木材の形態に関わらず効果的に処理できる

･エネルギー回収を伴うか否かの非制御下の燃焼は,処理木材の処理が可能か疑問である

･両者において,飛灰と焼却残液を慎重に処理する必要があり,重金属類を含む場合は特に注意

を要する (特に,HgとAsは揮発するため,特殊な汚染制御技術での対応を要する)
･温度条件と触媒となるCuの共存がpcDD/DFsの形成に影響を与える

との合意がなされており,制御下の焼却にプライオリティーをおいているのが特徴的である｡ 60)

Table3.2.411薬剤処理木材の主な廃棄ルートと重要因子 60)

･次の特徴を有する焼却 ･焼却炉の設計-高温
-滞留時間 ･運転条件

-ダイオキシン防止 ･緩和技術(フィルター,sTP等)

-緩和技術 (フィルター,スクラバー) ･燃料混合

-放出物のモニタリング

･緩和技術と放出物のモニタリングを伴わない燃焼 ･燃焼プラントの設計･運転条件･緩和技術･燃料混合･保存剤タイプ

･埋め立て ･保存剤タイプ･地理的条件･設計(浸出,浸透,水はけ)

3.2.4.4.廃木材の循環ルート

3.2.4.4.1.廃木材の循環

大量に発生する廃木材に対し,最近になって,建設リサイクル法の制定に見られる廃棄物処分

量減量化と,木材資源有効利用の観点から,廃木材循環ルートの確立が求められている｡

ここでは,廃木材の循環を,

･再使用 :形態を変えずに1回以上使用される製品に再度使用すること

･ リサイクリング:必ずしももとの形である必要はないが,廃棄された素材を用いて物理化
学プロセスにより,新たな製品の生産を行うこと

･物質変換リサイクリング:熱変換プロセス,生物学的プロセスを用いて,廃棄物からエネ

ルギー回収すること,またコンポストのような廃棄物由来の製品を作ること

の各ルートを含む概念とした｡

なお,廃木材のリサイクリングについては,OECD木材保存剤ワークショップが,再使用とリ
サイクリングを

･ 再使用/継続利用 :『枕木を枕木へ/枕木を造園用材木へ』といった利用

･ リサイクリング:廃木材を裁断し,新剤を混合させた枕木を製造したり,処理木材を裁断

してパーティクルボードを作成したりするといった素材リサイクリング;また,活性炭製
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造,メタノール生産のためのガス化もここに含まれる

と定義している｡しかし,この工程に関しては,製品の寿命延長に過ぎず,全体から見て少量で

あり,最終的には焼却等の主たる廃棄ルー トに戻る,ということで,議論の主たる焦点にはなら

なかった｡ 61)

3.2.4.4.2.廃木材の循環ルート

廃木材の循環ルー トには,建築資材等としての再使用/継続利用や木材チップとしての利用,

炭化処理による利用等がある｡資源の循環･廃棄フロー及び具体例を示したのが図3.2.4-2であるC
2,6,7,62-66)

循環ルートとしては,チップ化し,工業原料及び燃料へ利用するのが一般的とされる｡建設リ

サイクル法においては,建設発生木材は,チップ化し,木質ボー ド,堆肥等の原材料として利用

すること,これらの利用が技術的な困難性,環境への負荷の程度等の観点から適切でない場合に

は燃料利用を促進するとしている｡そのために必要なこととして,再生製品についてのさらなる

技術及び用途開発をあげている｡また,開発等の動向を踏まえつつ,再資源化施設等の整備につ

いて必要な措置を諦ずるよう努めるべきとしている｡燃料利用については,木材が有価物である

燃料として用いられる場合,｢ダイオキシン類対策特別措置法｣の規制が適用されないため,木材

産業においてはエネルギー利用が有利との解釈もある｡ 67)なお,これらの利用実態については,

地域によって大きな違いがあると考えられるが,現在それを整理するに足る情報は入手できてお

らず,定量的な情報は提示できなかった｡

◆薬剤処理木材の使用例
･鉄道枕木

･建築用材(土台等)

･建築用材(エクステリア材等)
･電柱
･パレット･梱包材
･家具､木工品等

･農業用材

◆薬剤処理廃木材の再使用例
･鉄道枕木-鉄道枕木
･土台-土台
･枕木/土台-園芸用材､エクステリア材等

◇廃木材(薬剤処理木材を含む可能性あり)
のリサイクル例

サ ツプ化-家畜敷料､マルチ
･チップ化-集成材(pB､MDB等)製造

･チップ化-製紙､紙ボード製造

◆薬剤処理木材の物質変換リサイクル例
･枕木-燃料(産業ボイラー､銭湯)

◇廃木材(薬剤処理木材を含む可能性あり)
の物質変換リサイクル例

･活性炭･木炭製造
･木酢液製造
･燃料(産業ボイラー)
･焼却(制御下､野焼き)

･堆肥製造
･エタノール原料化

Fig.3.2.4-2廃木材の資源フローにおける循環 ･廃棄ルート

次に,各廃木材循環ルートについて,いくつかの代表的 ･特徴的なルートを取り上げ,その需

要に係る背景や製造 ･使用状況等に関して,情報を整理した｡

≪廃木材再使用 (市販廃枕木等)≫

廃木材の循環･廃棄の階層対策において上位に当たるのが廃木材の再使用 (継続利用)である｡

廃木材の中でも,特に薬剤処理木材は,その材質 (強度,耐久性)を活かせる用途に再使用され
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ることが考えられる｡ 6)例えば,クレオソー ト処理された廃枕木はその風合いや耐久性から,園芸

用や店舗用建築材料として市販されるものがある｡2･6)また,Feltonら68)は,薬剤処理木材をその

まま再使用する例として,PCP処理木材の辺材部分を削り取り,商業用の製品として再使用した

り,木材の劣化部分を切り取り,利用できる部分をつなぎ合わせて再使用したりする等の方法を

挙げている｡その他に,CCAやpcp,クレオソート等で処理された廃木材を遊具等に組み立てな

おして再使用する例も報告され,これに対しては,児童への薬剤成分曝露の可能性に対して警鐘

が鳴らされている｡ 69)

国内において,CCAや pcp処理された廃木材の再使用に関するまとまった情報は得られていな

いが,クレオソー ト処理された鉄道廃枕木の再使用については,一定の情報が得られるだけでな

く,実際に市販されている場面や利用されている風景もよく見られるOそこで,この市販廃枕木

に関する情報を以下に紹介する｡

日本国内において,クレオソー ト処理木材の用途として最も多い鉄道枕木については,図3.2.4-3

に示す通り,加圧処理量は 1990年代まで年々減少傾向にあったが,近年では年間3万 m3前後で

一定しており,これらが継続して,廃枕木として排出されてくると考えられる｡それら廃枕木の

一部は,国内の日曜大工 (DIY:DoitYourself)店等において市販されていることが確認されてお

り,外壁 ･庭園用材 (エクステリア用材)や店舗用 ･室内装飾用材料等として利用されているこ

とが報告されている｡ 6)
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Fig.3.2.4-3枕木加圧処理量の経年変化 18)

これら廃枕木には,クレオソートに含有されていた pAHsが残留していると考えられ また併用
されたpcpやpcp中不純物であるPCDD/DFsが存在する可能性もある(3.2.3.2.2参照)｡従って,

廃枕木の再使用過程では,作業や利用環境における廃木材由来粒子状物質や揮発分の取り込みに

よるPm sや pcp,PCDD/DFsへの曝露の可能性が考えられる｡

廃枕木中有害化学物質の性状に関しては,いくつかの研究が行われてきた｡Rotardら70)は,運

動場で再使用されていた廃枕木中の FAHs及びフェノール類を分析しており,いくつかの試料に

発癌性や共発癌性 n旺Isが比較的高レベルで確認されたとしている｡また,Kohlerら38)は,鉄道

廃枕木中のクレオソー ト,pAHs及びフェノール類を分析しており,年代の違う廃枕木の分析結果

より,それら化合物のインベントリー,排出係数及び年間合計量を算出し,相当量の排出 ･曝露

源になり得ることを指摘している｡ただし,pcpやpcDD/DFsについての情報はレポートからは

得られず,また,日本の枕木の性状に関する報告もなかった｡

≪家畜敷料≫

廃木材チップの利用先の一つに家畜敷料がある｡

家畜敷料には,従来,もみがらや干草といった農業廃棄物に加え,オガ屑やバーク (樹皮)と

いった林業副産物が用いられてきたが,家畜が増加する一方で,林業製品が減少しているために,

林業の盛んな地域として知られる北海道のいくつかの地域でさえ,敷料不足が起こってきている｡

そうした状況の中で,家屋解体からの廃木材は,代替原料の一つとして期待されている｡北海道

における解体材からの廃木材敷料生産量は,2000年の年間総量で 11万 tonであり,これは,図

3.2.4-4に示すように北海道内の解体材由来廃木材チップの35%を占める｡ 71,72)また,埼玉県にお

ける廃木材破砕チップ化施設実態調査 49･73)の結果からは,チップ化施設への廃木材搬入量 (約 14
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万 to〟yr)及び再生チップの用途比率 (敷料約4.5%)より,約6,000to〟yrの製造が推定される｡

全国規模や他の都府県での製造量に関するデータは得られなかったが,インターネットや文献の

調査から,他府県においても廃木材を原料とした敷料が製造されていることは確認できており,

全国的に利用実態があると考えられる｡

海外においても,アメリカ合衆国やイギリスにおいて,廃木材の一般的な利用先の一つとして

家畜敷料利用が認識されている｡ 74~78)ァメリカ合衆国においては,リサイクリングされる木質廃

棄物の0.3%に当たる約10万 tonが家畜敷料として利用されているだろうとの報告がなされてい

る｡ 74)ただし,これらが実際にどのような廃木材を原料としているかに関する明確な情報は得ら
れていない｡

Fig.3.2.4-4北海道内建築廃木材チップ用途の内訳 (1995年北海道立林産試験場調べ)72)

このような家畜敷料としての廃木材の利用においては,解体材等の廃木材流から十分に除去で

きずに有害化学物質が混入することが懸念される｡いくつかの汚染物質は,CCA,多様な n牡Is

らなるクレオソート,cpsやその不純物として含まれるPCDD/DFsといった木材保存剤,また,

ドリン類やクロルデン類といった有機塩素系薬剤が含まれている可能性が考えられる｡家畜敷料

は直接家畜に接する用途で用いられ,堆肥化後は,牧草地や畑の土壌に戻されるため,汚染物質

が含まれていた場合,人畜への桂皮,経口及び経気道曝露の可能性が考えられる｡特に,木材保

存剤に含まれている可能性のあるものの中には,家畜体内において蓄積され,肉や乳製品を通し

てヒトへ有害な影響を与える可能性の高い汚染物質もある｡PCP処理廃木材に含まれる可能性が

あるPCDD/DFs(3.2.3.2.2参照)は,ヒトや野性生物への健康影響が懸念され 対策の優先順位が

高い残留性汚染物質の一つである｡pCP処理木材が家畜施設周辺で用いられる場合,牛肉や牛乳
中ダイオキシン類の重要な汚染源となる可能性が考えられる｡ 79,80)

なお,欧州においては,食物連鎖におけるこのような汚染を制御するために,食品及び飼料中

ダイオキシン類の基準値の設定が発効し, 81)モニタリングとの組み合わせで統合され システム

化された仕組みがデザインされている｡ 82･83)しかし,敷料等の飼料以外の家畜環境への対応はな
されていない｡

≪木質ボード (パーティクルボー ド等)≫

廃木材チップの利用先の一つに木質ボードの製造がある｡木質ボー ドにも,チップのサイズや

形状,加工方法により,パーティクルボード (pB:ParticleBoard),ファイバーボード,フレーク

ボードといった様々な製品が製造されているが,今回はその中でも代表的な製品であるpBにつ

いて紹介する｡

pBは,一定サイズに切削した木質チップに接着剤を添加し,加圧成型した木質パネルであり,

建築用材や家具木工用材等として用いられる｡このPBの原料としては,従来新材チップが用い

られてきた｡しかし,最近になって,廃木材チップの利用先としても注目を集め,実際に廃木材

(大半が建築廃材)を原料とした製品も製造されている｡アメリカ,ドイツ等におけるpB消費

量が約 100m3/千人/年である一方,日本では12m3/千人/年である84)ことからも,需要拡大の潜在

性が見込まれる循環ルートと言えよう｡

この廃木材 (大半が建築廃材)チップを用いたpB製造プロセスには,薬剤処理廃木材が原料

として流入する可能性がある｡PBについては,薬剤処理木材の循環ルー トとしての検討も行われ

ている｡Feltonら68)は,薬剤処理木材の一般的なリサイクリング方法の一つとして,木質ボード
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への利用をあげており,経済的にも有効な方法だとしているが,問題点として,製造段階で薬剤

処理木材が含まれていた場合,薬剤がボー ドの接着の妨げとなることや,有機系薬剤が揮散する

ことによる衛生面での問題等を指摘している｡また,土居ら85)は,ccA処理木材から製造した

pB中に含まれるCr,Cu,Asについて測定を行っている｡その結果,完成したpB中にはccAが

ほぼ均一に分布していること,その含有量は約3.6kg/m3であり,JASやJIS規格で定められてい

た加圧式防腐,防蟻処理木材のCCA薬剤吸収量3.5kg血 3以上と同程度であり,耐朽性付与に有
効であることが確認されたとしているOしかし,実際の製造プロセスへの各種化学物質の流入動

態やそれらの挙動,また製品中各種化学物質への関係者の曝露等については明らかにされていな
い｡

≪活性炭製造≫

廃木材の物質変換リサイクリングの一つに,活性炭や木炭,木酢液の製造がある｡

炭化物は,空気の供給を制限して炭材 (様々な種類の木材)を加熱 ･燃焼させることにより蒸

し焼き状態にし,熱分解により製造する｡炭材 100kgから約25kgの炭ができると言われる｡原
料や製法等により性能が大きく異なるが,一般的には炭化温度が 600-800℃の黒炭製炭と

600-1,000℃の白炭製炭に分けられる｡その用途としては,古くから燃料や製鉄の原料に使われて
きたが,近年,エネルギー利用よりも住宅の床下調湿,土壌改良,水質浄化,排ガス吸着,脱臭,

シックハウス原因物質吸着等,様々な物質を吸着する吸着剤 (活性炭)としての利用が進んでい
る｡ 62･86,87)

この活性炭利用の例として,京都市では,廃木材を炭化して活性炭を製造し,その活性炭を焼

却処理施設の排ガス中ダイオキシン類吸着剤として利用することを目的とした検討を行った｡将

来的には,京都市内の全ての焼却処理施設における活性炭使用量は,年間約900tonに達すること

が予測されており,これを全て廃木材から製造する活性炭にシフトすれば,活性炭製造の際の収

率を約4分の1として,年間約3,600tonの廃木材を有効利用することが可能となる｡これは,原
料選択が適切であれば,適正かつ安全なリサイクリングシステムの確立に資するルートと考えら
れる｡

活性炭製造プロセスについては,過去に,原料として廃木材を利用した実際の活性炭製造プラ

ント (燃焼温度 :850℃,炭材投入速度400kgnlr)において,製造時の排ガス及びサイクロン灰,
製品 (活性炭)について調査を行っている｡ 52)その結果,重金属類やpopsは全て問題のないレベ

ルであり,サンプリング時に供給された廃木材は適切に原料選択され,加工されていたと考えら

れた｡一方,原料として薬剤処理木材が供給された場合の薬剤成分の挙動や製品に注意を要する

ことを指摘する研究もある｡永沢ら59)は廃木材から製造された活性炭について重金属類の含有量

等を調査しており,活性炭製造施設に投入される廃木材中の重金属類が活性炭中に残留し,さら

には凝縮する可能性があることを示している｡

≪堆肥化≫

廃木材の物質変換リサイクリングの一つに,堆肥の製造がある｡

おが粉を初めとする木質廃棄物は,多孔性,保水性,排水怪,通気性を持つことから微生物の

繁殖の場として非常に優れており,堆肥の製造にも利用されてきた｡家屋解体材についても,他

の有機系廃棄物 (コーヒー豆ます,茶かす等)と混合して堆肥を製造している例が報告されてい

る｡ 65)また,先述した廃木材から製造した敷料についても,家畜の糞尿処理に用いられた後,堆

肥化され,農地や牧場へ還元されるのが一般的である｡このように,最終的に肥料として土に還

元するルートについても,木材保存剤等の混入等に注意が促されている. 48･65)岩崎 88)は,家畜糞

堆肥や下水汚泥等の廃棄物系バイオマス由来の資材を農耕地へ施用することに伴う土壌への重金

属類の蓄積や作物への移行性について解析している｡その結果,投入される堆肥の多様化に伴っ

て表層土壌に蓄積される重金属類は増大するが,土壌中の非晶質酸化物がそれら重金属類の植物

への移行性を低下させるため,吸収量を増大させるには至っていないことを報告している｡しか

し,土壌 pH の低下や還元が生じると,非晶質酸化物に収着された重金属類は再び形態変化し,
作物による重金属類吸収量が増大する可能性があり,今後,利活用される廃棄物系バイオマスの

量と種類が増大することを考えると,重金属類含有量の評価のみならず,作物の重金属類吸収に
影響を及ぼす諸要因について対応する必要があるとしている｡
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3.2.5.廃木材循環過程におけるリスク制御に向けた取り組みの動向

3.2.5.1.リスク制御策

廃木材循環過程におけるリスク制御策の基本的な考え方としては,川上サイド (製造 ･販売 ･

使用)へのフィードバックを念頭に置きつつ,川下サイド (既に製造 ･使用されている製品の回

収 ･処理)において,廃木材流に対する総合的な対策や制御対象とする物質やルート等に応じた

個別の対策を検討することが求められる｡そこで,まず,3.2.5.2において,川上サイドとして木

材保存剤や薬剤処理木材に対する規制状況を把握した上で,3.2.5.3において,川下サイドとして

薬剤処理廃木材に対する規制状況を整理した｡

3.2,5.2.木材保存剤や薬剤処理木材に対する規制状況

≪国内の木材保存剤規制状況≫

日本では,木材保存剤は,国の承認 ･許可,登録制度の適用外であり,狭間製品との指摘があ

る｡例えば木材害虫のシロアリやヒラタキクイムシ等に対して木材処理に用いられる殺虫剤は,

薬事法で管理される医薬品及び部外品でも,農薬取締法で規制される農薬でもない｡ ll)

有機系の木材保存剤については,農薬からの転用も多いとされる｡このような農薬のうち,主

要なものの規制動向を表3.2.5-1に示した｡これによると,安全性の問題から農薬登録が失効した

後にも,取締が緩い木材処理目的で使用が続けられ,最終的に化審法等で規制される例が多くみ

られることがわかる｡一方,現在も木材保存剤として使用されている可能性のある物質には,ア

ンツーやクレオソートのように農薬登録の失効した物質,臭化メチルのように毒物及び劇物取締
法の劇物指定を受けている物質,ベノミルやベルメトリンのように 『内分泌捜乱作用を有すると

疑われる化学物質』として環境省がリストアップした物質 89)も含まれ,今後,これらについても

安全性の検証が必要となる可能性が考えられる｡

また,現在は使用が規制 ･自粛されている化学物質の中には,既に製品として使用されている

ものへの対応を行っている例もある｡化審法で ｢第一種特定化学物質｣の指定を受けているPCB

については,2001年 ｢ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法｣の制

定により,pcB廃棄物の処理体制の速やかな整備と確実かつ適正な処理が推進されることとなっ

た｡90)また,先述の通り,PCDD/DFsの含有が認められた pcpについても,製造者が自主回収に
乗り出している｡しかし,pcp処理木材についての対策は特に言及されていない｡

≪国際的な動き≫

木材保存剤や薬剤処理木材については,近年になって国際的な動きがみられるようになった｡

その一つが OECD であり,殺生物剤 (Biocides)の規制を眼中に入れ,まず各国が規制経験を持

つ木材保存剤から取り組みを始めるとして,2000年に木材保存剤の環境/人体暴露評価に関する

ワークショップを組織している｡60)また,2001年に国際会議において指定されたpops91･92)や,近

年関心が高まった内分泌撹乱物質 (環境ホルモン)と疑われる物質の中には,木材保存剤の成分

も含まれる｡いずれにおいても,現段階では,川上サイドにおける規制に焦点があてられており,

今後,既に製造 ･使用されている製品について,いかに適正に回収 ･処理するかといった川下サ

イ ドの議論への発展が急がれる｡

3.2.5.3.薬剤処理廃木材に対する規制状況

≪国内の薬剤処理木材規制状況≫

日本における薬剤処理廃木材への対応としては,建設リサイクル法基本方針の中で ｢分別解体

等及び建設資材廃棄物の処理等の過程における有害物質等の発生の抑制等に関する事項｣として,

ccA処理木材への対応が述べられているのみである｡それによると,ccA注入部分 (ccA処理

木材)については,それ以外の部分と分離 ･分別し,それが困難な場合には,ccAが注入されて

いる可能性がある部分を含めてこれを全て CCA 処理木材として焼却又は埋立を適正に行う必要

があり,この施設の整備等について関係者による取組が必要であるとされている｡なお,このCCA

処理木材については,残留するCCA成分に関する経済的な判別 ･分離 ･処理技術が未確立である

こと等の課題が明示されており,これらの課題について技術的 ･経済的な面からの調査 ･検討を

行い,適正かつ能率的なccA処理木材の再資源化の推進に努める必要があるとの認識が示されて
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いる｡これからもわかる通り,具体的な対策は提示されておらず,今後の課題に位置付けられて
いるのが現状である｡

Table3.2.5-1農薬登録されていた木材保存剤等の規制動向

き滞 嘉 肇 を

アルドリン ･土壌中で酸化され7-Jイルドリンとして残留する可能性あり 1975失効1㌢望-J ...9.BT.ヒ甜 第_碓戯 刺 あり

アレスリン(カタンA等) ･殺虫剤､家庭用殺虫礼 シロアリ朝除剤 1967畳録 なし

アンツー. ･+プチルアミン類(発癌性あり)を不純物として含有 1149登録 1_974失効 なし

エンドリン ･殺虫剤.殺鼠剤 1954%錬 嘩 慧 慧 的 指定 * あり

キャブタン 1953%# なし

クレオソー.ト ･ベンゾピレン(発癌性あり)を不純物として含有 T959登録 19¥祭数 日ト なし あるもの含

クロルデン -の添加､敷地土壌-の注入等に多用 1950畳錬 1968失効●~~~~~- ●…■''■'';;B';lii金主｢第_軌 指定 劇 あり

197一畳鎌 1981失効～ .--."....--.> 41

臭化メチル 木材防疫剤使用される 19_5噌 操 刺

カブタホル 1984登録 1981失効 なし

【TBZ】(ビオガード等) 兼用殺菌剤柿迎 1172を錬 なし

･シロアリ駆除剤､殺虫剤､家庭用殺虫剤､羊毛防虫剤 ーi讐 空 .-.｣ ㌢葬斗 TF1 あり

刺 あり
オキシド 防腐剤 一 一一一一 ｢謡 ,&怠r第二机 指定

フォルペット なし

ベノミ′レ(ベンレート) T9_71畳錦 なし あり

へブタクロル(-ブタ) ･クロルデンにも不純物として含有 p lT f5- i 9芸 も 博 I..,.旨産 rl あり

ベルメトリン(アヂイオン) 防疫用兵剤 1185畳拝 なし あり

I:.

マラソン(マラソン等) 1953登録 なし

[BHC](ガンマー ･シロアリ解除剤､殺虫剤､家庭用殺虫 1149登録 7971失効●一一一一一- ■.> 劇
-キサチン等) ･γ-BHCに速効性接触轟作用あり 1974T輪出自粛｣の通達

CCA ･木材防腐剤 I-.-日.-..-...--.-".+--> なし

DDT(DDT) ･シロアリ駆除剤､&rL虫剤､家庭用殺虫 1971失効1㌢ 空聖 - -1 -.I-◆ 41 あり

[EDB] 1956登録 ▲ ,..
1934農水省土壌嫌蒸剤自粛通達

(アピトン等) 1955殺菌剤登録 1971水質汚濁性農薬指定によりl957除毒割登録 使用規制 刺 あり′くりウム塩一銅塩は失効 1990失効

PF なし

. 化寄掛 こより鳩 _桝 定化学物軌 (製造.舵 .使用禁止)もしくは協 二耶 定化学品 -,I.一志 →
**内分泌概乱作用を有すると疑われる化学物質(環境省) 使用継続中
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≪ドイツ廃木材条例≫

ドイツにおいては,2003年 4月より廃木材の再生及び廃棄に関連する要求事項に関する条例(磨

木材条例)(ordinanceontheRequirementsPertainingtotheRecoveryandDisposalofWasteWood;
wastewoodOrdinance)が発効している｡42)そこでは廃木材の再生 ･廃棄に関して,

1) 廃木材排出者は廃木材をその汚染度や由来(表3.2.5-2)により4つのカテゴリー(表3.2.5-3)
に振り分け,引き渡し証明書にカテゴリー及びその量を明記した上で廃木材処理施設へ引
き渡すこと,

2) 廃木材処理施設においては,許容される利用方法 (表 3.2.5-4)に従って,廃木材の選別 ･
処理及び素材リサイクリング,エネルギー回収を担うこと,

とシステム構築に向けた具体的な要請が提示されている｡さらに,許容利用方法の一つに挙げら

れた木材製品製造用チップについては化学物質含有量に関する基準値 (表 3.2.5-5)が設定されて

おり,目視及び分析による原料の点検 ･モニタリングが求められている｡ドイツにおいては,物

質循環及び廃棄物法 (closedSubstanceCycleandWasteManagementAct)の実効的な運営が求めら
れているが,それを確実にするためには,個々の素材 ･廃棄物流に特化した条例が必要とされて
いる｡廃木材条例はそのようなパイロットプロジェクトとしても期待を集めている｡国により廃

木材リサイクリングを取り巻く事情は異なり,ドイツの先例をすぐさま日本に当てはめて考える
ことはできないが,このような試みについても注目しながら,リスク制御策を含めた廃木材循環
廃棄システムの構築に向けて検討を進めていく必要がある｡

Table3.2.5-3廃木材のカテゴリー

AⅠ 自然な状態か物理的な加工を受けたのみの木材で,使用中にほとんど有害物質に汚染されていないもの

AⅡ 接着,塗布,コーティング,ラッカー塗布や他の処理を施された廃木材で,コーティングにハロゲン化有機化合
物を含まず,木材保存剤を含まないもの

AⅢ コーティングにハロゲン化有機化合物を含んだり,木材保存剤を含んだりする廃木材

AⅣ 鉄道枕木,電話柱,ホップ柱,ワイン柱及び他の廃木材のような木材保存剤で処理され,その汚染のためにAi.～Ⅲには分類されない木材で,PCBs(※)を含まない廃木材

Table3.2,5-4許容される利用方法

.亡態;.Ĥ

廃木材を木材製品製造用の木材チップに加工 ○ ○ (○) AⅢの廃木材の加工は,コーティングと塗装の大半が除去された場合,加工中に除去される場合にのみ認められる○

更なる化学的利用のための合成ガス生産 ○ ○ ○ ○ 連邦廃棄物管理令に基づいた免許を有する施設においてのみリサイクリングが認められる○

Table3.2.5-5木材製品製造のための廃木材チップ中基準値

濃度(mgn(g-dry)
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Table3.2.5-2廃木材発生源とそれに基づく一般的な分類

こ≡.piゝ=三を≒三:,さ重責謹p:i:,ミ;戸ミ鮫好紬を'l～:'*;鰯:描-i_こ_t!r;…Zきま詩宗;議繕㌫潔芋拡畳替終さ.-′J,-I,,If≒ -

木工業及び製材業からの廃木材 自然な状鰻の木からの廃木材,木くず,断片 AⅠ
木材製晶やその他の薬剤処理木材 (有害不純物を含まない) AⅡ
からの廃木材,木くず,断片

梱包材 パレット材 ユーロパレット,工業用パレットのような整材 (solidwood) AⅠ

製パレット

端材 (deriVedtimber)製パレット AⅡ

合成素材のパレット AⅢ

堅材で作られた輸送用ケース,木枠 AⅠ

端材で作られた輸送用ケース,木枠 AⅡ

野菜 .果物 .装飾植物箱,同様の堅材の木材で作られた箱 AⅠ

弾薬箱 AⅣ

堅材で作られたケーブルドラム (1989以前) AⅣ

堅材で作られたケーブルドラム (1989以降) AⅠ

建設系廃木材 建築物敷地からの廃木材 自然な状態の堅材 AⅠ

端材,樹皮をはいだ木材,薬剤処理された堅材 (有害不純 AⅡ
物を含まない)

解体や補修で排 室内建具からの床材,二重天井,雨戸板 (有害不純物を含 AⅡ
出される まない)

廃木材 室内ドアのドア板と枠 (有害不純物を含まない) AⅡ

室内装飾のための輪郭板,天井パネル,装飾の横材等 (有 AⅡ
害不純物を含まない)

pcBを含む調剤で加工された断熱 .防音パネル加工板 廃棄

構造に用いられるチップボード AⅡ

軸受け部分の骨組み材 AⅣ

窓,窓枠,室外 ドア AⅣ

屋外構造物として使用された浸漬処理木材 AⅣ

解体や捕集で排出される有害不純物を含む木材 AⅣ

屋外構造物からの浸漬処理廃木材 鉄道の枕木 AⅣ
送電柱 AⅣ

庭園,造園等に使用された様々な木材や園芸用に浸漬処理 AⅣ
された木材

様々な農業用木材 AⅣ

家具 家具,自然な状態の堅材 AⅠ家具で,コーティングにハロゲン化有機物を含まないもの AⅡ
家具で,コーティングにハロゲン化有機物を含むもの AⅢ

分厚い除去物 (bulkyr血se)からの廃木材 (混合) AⅢ

工業用途からの廃木材 (例 :工業床,冷却塔) AⅣ

水力工業からの廃木材 AⅣ

解体された船や貨車からの廃木材 AⅣ

破損した構造物からの廃木材 (例 :焼けた木材) AⅣ
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3.2.6.研究対象の選択及び調査の設定

3.2.6.1.リスクキャラクタライゼーション及びインテグレーションの視点

ここでは,廃木材循環 ･廃棄のインテグレーションに向けた視点を簡単にまとめ,研究の具体

的な設定を行う｡

これまでの情報整理により,年間約3,500万m3と多量に発生する廃木材に対して,建設リサイ
クル法等の枠組みにより,循環ルー トを組み込んだ対策が模索されていることがわかった｡しか

し,現状では発生量の 4割程度が焼却等により最終処分されていると考えられる｡このような最

終処分に関しては,資源保全や埋立地消費,焼却等に伴う環境への有害物質放出等,特に広範な

環境リスクが懸念される｡一方,廃木材には,木材保存剤やその他の汚染源に由来して,多種多

様な化学物質を含むものが混入していることがわかった｡その中には,現在は使用規制 ･禁止さ

れているが過去に使用されていた化学物質も含まれる｡廃木材の循環利用に関しては,このよう

な化学物質へのヒト曝露の機会を増加させる等,局所的なヒト健康リスクが懸念される｡

これらのリスクの関係を単純化したモデルシナリオ (図 3.2ふ1)に基づいて概算したのが図

3.2.6-2である.ここでは,現在国内で発生する廃木材3,500万m3 (1,750万 ton)について,その

10%が薬剤処理廃木材 (pcpで殺菌処理され 不純物として10ng-TEQ/kgのダイオキシン類を含
む)であると想定した｡シナリオは,全量焼却処分 (シナリオ1),50%焼却処分+50%再使用 (シ

ナリオ2,3),全量再使用 (シナリオ4)した場合を考えた｡50%シナリオでは,薬剤処理廃木材

の分別をしない/できない場合 (シナリオ2)と完全に分別する/できる場合 (シナリオ3)の2

パターンを設定した｡再使用せずに焼却処分する分については,新材の投入で補うものと考えた｡

そして,再利用後に全て焼却処分するものとした｡

対象としたリスクは,

1) 再使用に伴うダイオキシン類へのヒト曝露

2) 焼却処分に伴うダイオキシン類の環境放出
とし,それぞれ,以下を指標として計算した｡

1) ダイオキシン類存在量 :再使用中のヒト曝露の機会を示す指標として,再使用されている
廃木材に含まれるダイオキシン類の総量を用いた｡

2) ダイオキシン類放出量 :木材焼却からのダイオキシン類放出量に関するレビュー93)を参考

に,1ng-TEQ/kgと設定した｡また,ここではpcp処理廃木材も適切に焼却され,ダイオ
キシン類放出量は等しいと考えた｡

シナリオ1
100%焼却処分

シナリオ2
50%再使用

(未分別)

シナリオ3
50%再使用

(完全分別)

シナリオ4

100%再使用

---旨さ-----チ-- Ili l叩I-lq-】~盲表音̀""｢(不足分は新村で補う) ! 焼却処分 再使用後焼却処分

】i】I lll【Fi

■- lI

il】
】 l ■-

l liI l育li 1i】】I】L

J I ■■■■■■■■

li 妻iii lFL

】II】i】 L 1i L r.__"……_州...........M"".｣

隣州 潟 未処理廃木材 ~ 薬̀ 剤処理廃木材 I l新材

Fig.3.2.6-1廃木材循環 ･廃棄と新材投入を組み合わせたシナリオ
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その結果,全量焼却 (シナリオ 1)の場合,再使用に伴うダイオキシン類存在量は oとなり,

ヒト健康リスクは低減されるが,焼却に伴うダイオキシン類放出量は35g-TEQとなり,広範な環
境リスクの増大に寄与することがわかる｡逆に,全量再使用 (シナリオ 4)の場合,焼却処分に

伴うダイオキシン類放出量は17.5g-TEQとなり,広範な環境リスクは低減されるが,再使用に伴

うダイオキシン類存在量も17.5g-TEQとなり,局所的なヒト健康リスクの増大に寄与することが
わかる｡つまり,一方のリスクを低減すると,もう一方のリスクが増大するというように,リス

ク間にトレー ドオフの関係があることがわかる｡実際には,全量焼却や全量再使用ではなく,一

定割合が再利用され 残りが焼却されている (シナリオ 2及び 3)が,この場合にもシナリオ 2

に示す通り,両方のリスクが同時に存在することがわかる｡ただし,シナリオ 3に示す通り,リ

スク制御策の導入により,例えば再使用される廃木材流から薬剤処理廃木材を分別することがで

きた場合,一定のリスク回避が可能であることも示唆される｡持続可能な木質資源の利用にあた

っては,このような異なる種類 ･スケールのリスク及びそのリスク間のトレードオフ関係,また

それらの制御可能性がインテグレーションに向けた重要な視点となる｡

IDXNexistenc8inreusedwoods(rTEQ)

EaDXNemissionfromincinerationofallwoods(i-TEQ)

≡
Z

≡≡

Scenar;01 Scenari02 Scenario3 Scenar;04

Fig.3.2.6-2再使用に伴うダイオキシン類存在量及び焼却処分に伴うダイオキシン類放出量

このモデルシナリオでは､ダイオキシン類を含むpcp処理木材のみを対象に､焼却処分するか､

再利用するかという2つのルートのみを想定して評価したが､実際には,3.2.3で整理した通り,

pcpやダイオキシン類のみならず多種多様な化学物質が流入し,また,3.2.4で例示した通り,再

使用のみならず複数の循環過程が存在し,それらが複雑に組み合わさり,そこにリスクが存在す

ることとなる｡そこで､次に､これらの中から,本研究で対象とする物質及び循環過程を選択し,

3.2.6.2-3.2.6.4において提示した｡

3.2.6.2.対象とする物質

本研究において対象とする主な化学物質は,整理した情報をもとに,

1)重金属類 (cr,cu,As,B等)

2)CPs(PCP等)

3)ダイオキシン類 (PCDD/DFs,Co-PCBs)

4)PAHs(USEPA指定 16種)

5)クロルデン類,ドリン類等
とする｡これらはいずれも,廃木材資源への流入が報告されており,今後も流入の可能性が高い

と考えられる有害化学物質である｡また,流入源や形態,頻度,レベルのみならず,物性や毒性､

その発現メカニズムが異なり,従ってリスクも異なる物質群である｡

1)重金属類を含む無機系薬剤,2)CPs,4)PAHsを含むクレオソートは,それぞれ比較的長期間,
広範囲に渡って使用されてきた木材保存剤である｡3)ダイオキシン類は cpsの不純物として含有
されていたり,処理過程において生成したりする可能性のある物質である｡また,その他の汚染

源から流入する可能性もあり,留意すべきだと考えられる｡5)クロルデン類やドリン類について
は,廃木材資源への混入実態は明らかではないが,様々な箇所へ防虫目的で付与されていたと考

えられる｡なお,他にも,各調査において対象物質の追加やしぼりこみを行った｡

3.2.6.3.対象とする循環過程

本研究において対象とする循環過程は,
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1) 廃木材再使用 (廃枕木の市販 ･再使用等)

2) 廃木材からの家畜敷料製造

3) 廃木材からのPB製造
とする｡これらは,いずれも,廃木材循環ルートとして機能している実態があり､調査フィール

ドが確保できたものであるが,図3.2.4-2に示す通り,循環対策において異なる階層に位置づけら

れるものを含む｡また,製造過程や用途が異なり,原料や再生品に曝露する可能性のある対象者

やそのリスクも全く異なる循環過程と言える｡

1)廃木材再使用は,再生製品の使用過程のみならず,再使用のための廃木材切断 (加工)等の
作業過程を含めた｡この作業過程は,多くの廃木材循環過程で共有するプロセスであり,そのリ

スクやリスク制御策は多くの場面に当てはめることができると考えられる｡中でも,市販廃枕木

は薬剤処理廃木材再使用の代表例であり,子供を含む一般消費者への曝露が想定されることから,

早急にリスクを検証すべきルー トの一つと考えられる｡2)家畜敷料利用も,家畜が直接接触する
用途であり,食物連鎖に結びつく可能性があることから,原料選択によって大きなリスクを有す

ると考えられる｡一万,3)PB製造についても製造 ･使用段階におけるリスクが考えられるが,そ
の程度及びリスク制御の可能性は,他とは異なると考えられる｡また,国内における需要量拡大

の余地があり,有効な循環ルー トになり得ると考えられる｡

3.2.6.4.調査の設定

本研究においては,対象とする各循環プロセスについて,次のように調査の展開を設定した (図

3.2.1参照)0

1) 廃木材の再使用 :フィール ド調査としては,市販廃枕木に焦点を当て,実際に市販されてい
る廃枕木等に含まれる対象物質を化学分析し,その性状について検討する｡その調査結果や

文献を参考に,廃木材の再利用プロセスにおけるリスク解析を実施し,リスク制御策を検討
する｡

2) 廃木材の家畜敷料製造 :フィール ド調査として,家屋解体材を原料とした家畜敷料に含まれ
る対象物質を化学分析し,その性状について検討する｡その結果等を基に,家屋解体材の家

畜教科としての再利用におけるリスク解析を実施する｡また,敷料を試料として,バイオア

ッセイによるスクリーニングやモニタリングの木質資源への適用を検討する｡

3) 廃木材のPB製造 :フィール ド調査として,廃木材を原料としたpB製造プロセスにおける原
料 ･製品やプロセス発生ガスに含まれる対象物質の濃度を化学分析し,その性状や挙動につ

いて検討する｡その結果を基に,pB製造プロセスにおけるリスク解析を実施し,また併せて

ライフサイクルインベントリ分析を実施する｡

◆本節に関連する原著論文及び学会発表

◇学会発表

酒井伸一,真名子-隆,平井康宏,浅利美鈴,高月鉱,中村一夫:薬剤処理木材の循環処理に関す

る研究,第 11回廃棄物学会研究発表会講演論文集,pp.1199-1201(2000)

浅利美鈴,平井康宏,水谷聡,高月鉱,中村一夫,酒井伸一:廃棄過程にある薬剤処理木材の化学
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3.3.廃木材のリスクキャラクタライゼーション手法

3.3.1.はじめに

本節では,廃木材のリスクキャラクタライゼ-ション手法として,廃木材に含まれる対象化学

物質 (特にダイオキシン類)への化学分析と生物検定法 (バイオアッセイ)の適用を比較 ･検討

し,本研究で採用する手法について紹介した｡これは,図3.1では 『リスクキャラクタライゼ-

ション手法の開発 ･検討』のステップに当たる｡

3.3.2において,一般的なリスクキャラクタライゼ-ション手法としての視点から化学分析とバ

イオアッセイを比較し,また,特にダイオキシン様物質を対象とした場合の手法の比較を行った｡

そして,3.3.3において,本研究で適用したcALUXバイオアッセイ手法について紹介し,3.3.4で

は,木質資源へのCALUXバイオアッセイ適用に向けた前処理方法の検討を行った｡

3.3.2.化学分析とバイオアッセイ

3.3.2.1.化学分析とバイオアッセイ

先述 (2.2.3参照)の通り,近年は,低濃度化学物質へのリスク対策の時代と言われ,多種多様

な化学物質の存在やそのリスクが認知されつつある｡ 1)中でも,popsとしてリストアップされた

12物質 (pcBs,PCDDs,PCDFs,クロルデン類,へブタクロル,アル ドリン,ディルドリン,エ

ンドリン,ヘキサクロロベンゼン,DDT,トキサフェン,マイレックス)は,地球規模で緊急に

対応すべき物質とされている｡これらは,環境中で分解されにくく (高残留性),脂溶性で生物濃

縮性が高く (高生物蓄積 ･濃縮性),半揮発性で大気経由の移動があり (高揮散 ･移動性),ヒト

健康 ･環境への有害性 (毒性)が確認されている有機化合物であり,その性質上,地球規模でヒ

トや環境中に広範に存在することが確認されている｡ 2~4)廃木材中にも,pcBs,PCDD/DFs,クロ

ルデン類,へブタクロル,ドリン類が存在する可能性があり,本研究における対象化学物質とし
てあげている｡

≪化学分析≫

これらの物質に対するリスク管理の基本的ツールとして,特定の物質 (異性体)を同定及び定

量するための技術が開発されてきた｡その中核をなすのが化学分析法である｡

化学分析法は,大きくは,抽出,クリーンアップ (妨害物質除去),機器による測定の三段階に
分けられ それぞれ,対象物質や対象試料の性状に合わせた手法が開発 ･実用化されてきた｡ 5)

特に,廃棄物試料は,多種多様な物質で汚染されているもの,その汚染物質の種類やレベルが不

明なものも多く,クリーンアップが重要なプロセスと考えられるが,各種クリーンアップを組み

合わせても,完全に日的成分だけにはならず多少は妨害物質が残ってしまうのが現状である｡そ

のような技術的限界に加えて,前処理や機器分析に係る膨大な費用や時間が,大規模な調査や定

期的なモニタリングの制約となり,他方でバイオアッセイを含めた簡易分析法の開発を促してき
た｡

≪バイオアッセイ≫

バイオアッセイとは,単一生物 (培養細胞等も含む),あるいは生物群からなる生態系に,対象

とする (有害)物質を曝露し,生物応答の程度 (測定エンドポイント)より,その生態影響 (秤

価エンドポイント)を評価する試験である｡ 6)化学分析との比較より,バイオアッセイの特徴を表
3.3_1のように集約することができる｡ 6~8)

Table3.3-1バイオアッセイの特徴
バイオアッセイ 化学分析

･ 環境中の様々な物質による毒性影響を総合化して評 ･ 広範囲の個々の化学物質を,定量的に,高選択

価できる 性,高感度で測定できる

前処理を施すことによって,化学物質個々の特性を

同定 .定量することもできる

･ 比故的短時間,低費用で高感度の実験も可能である ･時間 .費用がかかる

･ 急性及び慢性毒性影響のスクリーニング試験として ･ 基準値との比較が可能であり,規制上便利であ
利用できる る

･ 様々な栄養レベルにある生物を用いることにより, ･ 時間的,空間的サンプリング (測定)の瞬間を

リスクの高い生物 (種,器官等)を推定することが 反映するのみである
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表3.3-1からもわかる通り,バイオアッセイは,特定の物質の簡易分析法としての開発 ･検討も

進められているが,より広義なリスクキャラクタライゼ-シヨン手法としても注目を集めてきた｡

つまり,生態毒性への影響を評価する視点や複数の物質による有害性を総合的に評価する視点で
ある｡

≪生態毒性≫

有害特性を評価する視点は,様々に定義され 分類され得るが,有害性 (hazardous) として危

険性 (dangerous)及び毒性 (toxic)の双方を含める概念として捉えられていること,また,毒性
として,ヒトへの急性毒性のみならず慢性毒性や生態系への毒性を含む概念に拡張されつつある

ことは,国際的に共通した動きであり,合意されつつある概念と言える｡ 9)このような新しい有害

性概念は,新しい有害性管理システムの確立を要求するものである｡特に,毒性に関わる現行の

規制の多くは,ヒト健康影響に焦点が当てられ,生態毒性という視点からの配慮は十分とは言え

なかった｡そのような中で,2003年の化審法改正に当たって,生態系の保全を目的とした化学物

質の審査 ･規制の枠組みが導入された｡これは,新たな潮流を示すものと考えられる｡

生態毒性への議論の展開に当たっては,まず生態系に対する概念を正しく認識し,生態毒性を

評価することが求められる｡青山 7)は学問的視点から,生態系の概念及び生態毒性評価に必要な

視点を示している｡それによると,生態系は,｢構造｣と ｢機能｣の側面が不可分なものとして統

一的に存在しており,単純には,機能的側面であるエネルギーと栄養物質の流れを,分解者,坐

産者,消費者という構造面が規制している｡従って,生態毒性はその両側面に関わるところから

評価すべきだと述べている｡最終的に何をもって ｢生態に毒性である｣と評価するかということ

は,価値観を含む大きな問題と言える｡

生態影響 ･生態学的評価に対するエンドポイントとしては,｢測定エンドポイント｣と ｢評価エ

ンドポイント｣に分類する例がある｡ 7)その二分類と先述の ｢構造｣/ ｢機能｣側面の視点から整

理したエンドポイントの例を表 3.3-2に示す｡これらは無秩序に列挙したもので,時空的,また生
物学的スケールの違い,システムの複雑性の観点からは,十分に整理できていない｡しかし,こ

れらのスケールの違いは,生態毒性を考える上では非常に重要な要素である｡特に,測定ポイン

トと評価ポイントの間には,明らかに時空間的 ･生物学的スケールの違いが存在し,その関係を

実験的 ･論理的に記述した上で,測定ポイントから評価ポイントへ外挿することが求められる｡

Table33-2生態影響評価のエンドポイント

【測定エンドポイント】 【評価エンドポイント】

生物系の応答の計測から取得 保護されるべき環境の価値に対する定義

【構造】ある時空間の量として記述 ･ 死亡率 (年齢固有)* ･ 死亡 (死亡が見られない*)

･ 50%死亡用量 (LD50) ･ 絶滅がみられない*

･ 50%死亡濃度 (LD50) ･ 種数 (種の多様性)(多様性の減少が見られない*)
･ 寿命 ･ 種の豊富さ

･ 生物種の量 ･ 個体数の範囲に顕著な減少が見られない*

･ アルカリ度 ･ 類似性

･ 伝導度 ･ バイオマス

･ 栄養塩量等 ･ 栄養構造等

【機能】 ･ 多産性*･ 成長*･ 生産速度･ 増殖速度` NOEL,NOAEL● LOEL,LOAEL･ グルコース分解速度･ 栄養塩消失速度等 ･ 生産力 (生産性に顕著な減少が見られない*)

･ 生態群の数度に顕著な減少が見られない*

･ 個体群に顕著な質の損失が見られない*

系における変化 ･ 呼吸

として記述 ･ 栄養の摂取

･分解

*:SECOTOX (meInternationalSocietyofEcotoxicologyandEnvironmentalSafetyConference)のワークショップで
あげられた集団レベルでのエンドポイント

≪総合的評価≫

化学物質が与えるヒトや生態系への影響については,個々の化学物質の有するある特定の有害

特性を定量化する評価の枠組みが中核とされてきた｡しかし,実際の化学物質への曝露の場面で
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は,化学物質単体への曝露より,混合化学物質への曝露や曝露の複合化が一般的であり,重要で

ある｡また,それらの化学物質は,異なる複数の有害特性を有し,さらに相互に作用しあう可能

性も考えられる｡

例えばダイオキシン類の毒性に関しては,2,3,7,8-TCDDの毒性を基準として,17種のPCDD/DFs

及び12種のPCBsについて毒性等価換算係数 (TEF:ToxicityEquivalencyFactor)が設定されてお

り,それに個々の異性体の絶対量を乗じて毒性等量 (TEQ:2,3,7,8-TCDDTbxicityEquivalents)を
求める評価の枠組みが一般化している｡このTEFには,様々な毒性影響が仮定されており,それ

らを統合し,複数の異性体を扱うという意味においては,優れた総合評価指標と言える｡通常の

機器による異性体分析では,TEFの設定された異性体についてのみ分析し,それによって求めた

TEQを用いて試料の毒性を評価することが一般的である｡一方,環境試料には,PBDD/DFsやポ

リ塩素化ナフタレン (PCNs:Polychlorinatednaphthalenes),PAHs等,ダイオキシン類と同様の生
理活性を有すると推定されている化合物が共存していると考えられるが,それらは分析されない

ことが多い｡従って,化学分析によってTEQを求めることには環境試料のリスクを過小評価して

しまう危険性があると考えられる｡

usEPAは,このような混合化学物質の健康リスク評価のためにガイダンス 10)をまとめており,

最初の重要なステップとして,入手可能なデータの質を検証すべきであることを述べているO具

体的には,入手可能なデータは,単独の化合物に関するものなのか,それとも混合物に関するも

のなのか,毒性発現メカニズムが類似した物質なのか,排出源や化学構造式,生物学的活性等で

グループ化できるのか,といった視点から検証した上で,利用目的に応じた手法例を参考にリス

ク評価を行うこととしている｡一方,十分な情報が得られない場合は定性的なリスク評価にとど

めるべきだとしている｡混合化合物研究の初期にある現段階では,十分なデータが入手できない

場面も多いと考えられる｡

これに対して,単独物質ではなく,特性の検出を対象としたバイオアッセイによるデータの入

手が有力な手段と考えられている｡Feronら11)は,混合化学物質に関連した不可逆的なヒト健康
影響に関する国際的な動向として,新しい技術の開発や最近の研究を紹介しており,その中で遺

伝子発現技術の利用について取り上げ,化学物質の相加 ･相乗効果の検出に最も適した手法であ

るとしている｡遺伝子アッセイを用いた混合化学物質の毒性評価に関しては,現在,様々なレポ

ーター遺伝子に着目した研究が行われているが,アッセイそのものの毒性発現メカニズムが十分

に解明されていないものがあったり,また単一のアッセイでは対象とする毒性が限定されてしま
う可能性があったりする等,毒性発現メカニズムに基づいた総合的な有害性評価に向けては,今

後の大きな研究展開が必要と考えられる｡

Table3.3-3生態毒性評価のためのバイオアッセイ法の例
生物種 .材料 生物応答やその試験法

個体 魚類,無脊椎動物,藻類,昆虫類 生存率,成長率,行動等

*藻類 *成長阻害試験

*ミジンコ類 *急性遊泳阻害試験及び繁殖試験

*魚類 *急性毒性試験*延長毒性試験-14日試験*初期生活段階毒性試験*摂餌毒性試験*繁殖試験*急性毒性試験

*鳥類

*ミミズ

*陸棲 (坐)植物 *生長試験

細胞 培養細胞,単離細胞,バクテリア,酵母,単細胞藻類 生存率,培養率,細胞機能 (蛋白合成,DNA合成,ATf'合成,酵素活性,酵素誘導等),染色体異常等

*活性汚泥 *呼吸阻害試験

細胞内小器官 ミトコンドリア MTT還元能,薬物代謝能

*:OECD提示試験法

≪バイオアッセイの導入≫
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バイオアッセイの特徴を活かすためには,目的に応じてエンドポイント及び手法を選択する必

要がある｡また,バイオアッセイに求められる4つの特性,つまり1)感度,2)特異性,3)簡易性,
4)安定性のすべてに適合させるためには,複数のバイオアッセイ法を互いに補完させることも考
えられる｡8)化学物質の生態毒性を評価するための具体的な手法例6)及びOECD化学品テストガイ
ドラインにあげられた生態毒性試験法10項目7)を表3.3-3に示す.実環境における生態系を実験
系として再現するのは困難であり,現在のところ,確立しているのは単一生物に対する試験法で
ある｡そのため,前述の通り,生物学的スケールの差異 (試験に供する単一生物と生態系との関
係)を実験的 ･論理的に記述する必要があることを念頭におかねばならない｡なお,ダイオキシ
ン類縁化合物に関するバイオアッセイ手法については,後に詳しく述べる｡

3.3.2.2.ダイオキシン類縁化合物のバイオアッセイ
ダイオキシン類縁化合物の人体･生態曝露に関しては,様々な面で大きな懸念が存在している｡

その定量法には,質量分析法 (MS:massspectrometry)あるいは電子捕獲型検出器 (ECD:electron
capturedetection)を備えたガスクロマトグラフィー (GC:gaschromatography)のような古典的化
学分析がある｡また,生物学的検出法 (BDMs:bioanalyticaldetectionmethods)として,バイオマ
ーカー (野生生物 ･ヒトへの影響等),動物の全身曝露 (invivoでの実験的曝露),細胞あるいは
器官レベルのバイオアッセイ (EROD,invitroルシフェラーゼ等),タンパク質結合アッセイ (リ
ガンド結合及び免疫測定法)等がある｡なお,ダイオキシン類のBDMsを論ずるにあたっては,

｢バイオアッセイ｣をアリール炭化水素受容体 (AbR:arylhydrocarbonreceptor)依存メカニズム
に基づく手法と狭義に定義して用いている｡
≪バイオアッセイの位置づけ≫
選択的に正確な同定･定量を行うためには化学分析が不可欠であり,1990年まで,高分解能ガ

スクロマ トグラフィー/質量分析法 (HRGC佃RMS:high-resolutiongaschromatography/mass
spectrometry)による化学分析が標準法であった｡また,生物の全身反応の予測や生物学的利用能
の研究にはinvivo法が不可欠である｡その中で,生物学的スクリーニング方法は,化学分析方法
及びinvivo試験を補完し得ると考えられる｡つまり,他試験前のスクリーニング手法が導入され,
2ステップの手順が確立すれば,費用や時間の大幅削減に結びつくだけでなく,精度と信頼性を
高め,ヒト健康 ･生態リスクを定量的に評価するための科学的基礎を固めることにもなる｡この
ようなBDMsの利用方法としては,｢早期警報システム｣や ｢モニタリングプログラムにおける必
要情報提供ツール｣があげられる｡前者は,あらゆる生命体レベル (全身)でのストレス反応に
影響し得る全ての潜在的環境因子を考慮に入れている invivo試験の情報のギャップを,適切な
BDMsにより埋めることになる｡後者は,モニタリングの系に関して十分に正確な評価を得られ
るようにBDMsを選択することにより,モニタリングプログラムにおける必要情報の提供に寄与
するというものである｡8)
≪ダイオキシン類縁化合物の生物学的分析 ･検出法≫

このような目的で開発が進められたバイオアッセイは,1990年代のバイオテクノロジーの進歩
によって大きく発展し,また,1999年のベルギーにおける食物連鎖へのダイオキシン類混入事件
(ベルギー危機)がそれを加速した｡現在は,HRGC作iRMS分析値との比較,同じ手法間の比較
(再現性),異なる手法間の比較等により,公定法を模索する段階に入っている｡12~16)
ダイオキシン類縁化合物のBDMsは,以下のように分類できる｡8)

･バイオマーカー :植物 ･野生動物 ･ヒトのinvivoアッセイ
･ バイオアッセイ :AhR依存メカニズムに基づき,AhR含有溶液や晴乳類細胞培養液を用

いて特定の生物学的反応を測定･･･酵素誘導 (EROD),invitroルシフェラーゼアッセイ
(cAI∬Ⅹ),細胞増殖ベースアッセイ,AbRリガンド結合等

･酵素免疫測定法 :抗原抗体反応における抗体の高特異性 ･親和性,抗原と酵素標識抗原
の競合性を利用し,標識抗原の酵素活性より抗原濃度を定量

ダイオキシン類検出のための公定法については,下記に示すようなBDMsが中核となっている｡
17,18)

･UsEPA:EPA'S4000シリーズ･･･4025(免疫測定法),4425(レポーター遺伝子アッセイ)
･EU:DIFFERENCE(DioxininFoodandFeed-ReferenceMethodsandNewCertifiedReference

Materials)-スクリーニングとしてはAh-PCR,CALUXを検討中
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≪原理≫

ダイオキシン毒性等量を測定するほとんどのバイオアッセイは,すべてのダイオキシン様化合

物が,AbR情報伝達経路を介して作用するという前提に基づいている｡この系について現時点で

わかっていることは,

1) ダイオキシン様化合物がAhRと結合し,

2)その複合体が細胞の核に移行し,

3) そこで多くの遺伝子の転写を促し,

4) チトクロームP4501Aを含む複数のタンパク質の合成を引き起こす
ということである (図3.3-1参照)｡さらに,AhR複合体は,増殖,分化,プログラム化細胞死等

の基本的細胞内過程に影響を与える他の遺伝子の発現にも影響を与える｡このAhRを介した作用

機序は,催奇性や皮膚,眼球,肝臓,胸腺への毒性,発癌性の発現といったダイオキシン様毒性

としての側面においても重要な役割を果たすと考えられている｡ 8)

3.3.3.CAIJUXバイオアッセイ

cALUXバイオアッセイは,1990年代半ばからダイオキシン類の代用スクリーニング方法とし

て開発が進められた｡1999年のベルギー危機での適用成功を契機に,EUにおいて食品 ･飼料中

ダイオキシン類スクリーニングや定量の有力な代替手法となっている｡ 15,16･19)また,食品 ･飼料

のみならず,ヒト,環境 ･野生生物及び廃棄物リサイクリングにおいても多様な媒体に適用され

てきており,ダイオキシン類縁化合物のバイオモニタリング手法として有効に適用されてきた｡

8,20~27)現在のCALUX適用研究の焦点は,このような様々な試料への適用を通じた1)前処理からの

一連の手順の確立,2)機器分析値との比較である｡ここでは,その試験原理及び特徴について整
理した｡

≪原理≫

その試験原理 8･19,22･23)を図3.3-1に示す｡基本的にはAhRを介した作用機序に基づいている｡

そもそもcAm X法開発の布石となったのは,図3.3-1にも示したエ トキシレゾルフィンー0-ジエ

チラーゼ (EROD:ethoxyresorufin-0-deethylase)アッセイ法であった｡EROD法は,AbRに対す
るダイオキシン様化合物の結合及びそれに続いて生じるチ トクロームP450lA誘導,それが引き

起こす7-= トキシレゾルフィンからレゾルフィンへの脱エチル化という機序に依存している｡細

胞株としてはラット肝臓癌H4IIE細胞株等が使用され,数種類のチトクロームP450活性を異なる

基質を用いて定量することができる｡しかし,この方法においては,抽出液に存在する他の化合
物の妨害によりチトクロームP4501Aの感度に問題が生じる可能性が示された｡チトクローム

P450lAが多数の化合物によって不可逆的に抑制されることがあるとの事実も報告されたが,特

に,偽陰性結果はその試験の信頼性 ･実用性を失わせることとなる｡そこで,新規技術を用いた

新しいレポーター遺伝子アッセイの開発が進められてきた｡

Fig.3.3-1AhR/レポーター遺伝子アッセイの試験原理
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cALUX法では,ダイオキシン応答エレメント (DRE:dioxinresponseelement)によって転写機
能が制御されたレポーター遺伝子を野生型細胞に対して一過的あるいは安定的に組み込むことに

よって,組み換え細胞株が調整される.最も一般的なレポーター遺伝子は,ホタルルシフェラー

ゼ (luc)である｡さらに,幾つかの種 (マウス,ラット,ヒト等)から得られたDREsを含むDNA-

構築物がホタルルシフェラーゼ遺伝子と組み合わせてこの細胞に組み込まれている｡これらは

AhRを活性化させ,その結果,発光酵素ルシフェラーゼの生成を促す化合物を定量することがで

きる｡細胞反応は適切な試薬 (基質ルシフェリン及び ArP)を添加し,生じた生物発光を自動発

光光度計によって定量することにより測定できる｡このルシフェラーゼ生成によって,試料中に

存在するアゴニスト量の関数としてのAhR結合量を容易に定量することができる｡このようなバ

イオアッセイ系の活性化の度合いは,細胞に適用される化学物質の濃度及び活性 (親和力)に相
当する｡

≪cALUX法の特徴≫

cALUX 法では,ルシフェラーゼ等の酵素に変換する機能を有するレポーター遺伝子を選択す

ることによって,

1) これまでのところ抑制物質が知られておらず,ルシフェラーゼ活性の誘導がAhRを介しての
み生じ得る

2) 天然のチトクロームP450酵素に比べ,組み換え細胞株中ではより多くのベクター (ウイル
スやプラスミドから他の細胞に注入されるDNA断片)複製物を生成する

3) luc一タンパク質はチトクロームP450よりも安定的である

4)EROD法 (24-72brs)に比べて迅速である (4-48hrs)

5) EROD法 (発光光度計)に比べて使用する機器 (蛍光光度計)により線形動作範囲が良好で
ある

という利点があり,結果として組み換え細胞は野生細胞より高感度,高応答範囲及び高選択性を
示すとされる｡ 8)

TCDD によるルシフェラーゼ誘導は用量依存性であり,PCDD/DFs及びダイオキシン様 pcBs

に反応する細胞はシグモイド型を描く｡さらには,wHOのTEF値とアッセイ系の相対反応係数

との間には直線関係が成立する｡ただし,低TEFの場合に感度が落ちることがあり,TCDD基準

化曲線を用いると過小評価になる可能性があり注意を要する｡ 8)

この試験法は,ダイオキシン類及びpcBsに加えて,特定の臭素化ダイオキシン･ビフェニル

類,臭素系難燃剤,pcNs,PAHs等のダイオキシン様化合物についても感受性があり,これらを

検出する可能性も考えられる｡また,これに対し,代謝能力を利用し,培養時間を長くすること

により,ダイオキシン類縁化合物により選択的にすることも可能である｡勿論,酸性カラムクリ

ーンアップを取り入れる等といったクリーンアップ戦術も重要な手段であり,前処理からの一連

の手順の確立は,現在のCALUX適用研究において焦点の一つになっている｡一方で,これらの

活性を包括的に検出することにより,環境試料の総合毒性評価等に資する知見が得られる可能性
も考えられる｡ 19)

3.3.4.CALUXバイオアッセイの木質資源への適用

本研究の目的は,CALUXバイオアッセイを,廃木材リサイクリング過程における迅速で費用

効率的なスクリーニング/モニタリング手法として開発し,リスク管理に資する知見を得ること
にある｡

ここでは,cAI∬Ⅹバイオアッセイを木質資源に適用するに当たって,まず前処理方法を検討

した｡その前処理方法及びバイオアッセイ手法の説明,前処理方法の導入結果を示す｡

3.3.4.1.前処理及びcALUXバイオアッセイ手法

≪前処理方法≫

cALUXバイオアッセイに関する廃木材試料の前処理方法をデザインするために,pAHsや

PCDD/DFsを高濃度に含むことがわかっている市販廃枕木試料及び対照的に低レベルな未処理木
材試料 (3.4.2,3.5.2参照)を用いた｡
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木材試料 10gは,ソックスレ-抽出 (トルエン,16hrs)後,DMSO (dimethylsulfoxide)/n-ヘ
キサン抽出 28)を行い,粗抽出液を得た｡抽出物は,70oCで60分間44%硫酸シリカゲル加熱還流

処理を行った｡この方法の効果は,既に飛灰 26)や pcB含有鉱油27)試料について報告されている｡

ここでは,44%硫酸シリカゲル加熱還流処理を4回繰り返し,粗抽出液及び各画分を分取した｡

全画分は濃縮し少量のDMSOに転溶し,cALUXバイオアッセイに用いた｡

各画分のCALUXバイオアッセイ測定結果 (アッセイ値 ;CALUX-TEQs)と化学分析結果 (化

学分析値 ;WHO-TEQs)との比較により,最適な加熱還流回数を決めた｡

≪cALUXバイオアッセイ≫

AbR-controlledluciferase-Cdnaを含むプラスミドを安定的に移入した23)遺伝子組み替えラット肝

癌H4IIE細胞列 (DR-CALUX⑳細胞列)はBioDetectionSystemsB.V.(Amsterdam,TheNetherlands)
より入手し,cAI∬Ⅹバイオアッセイは既報 19･26)に従って行った｡細胞は96-wellのプラスチック

製プレートに,10%の牛胎児血清を加えた培地を1wellにつき0.1ml入れて培養した｡24時間の

培養後,少なくとも95%のコンフルエントをなした細胞に,化学物質や被験抽出物のDMSO

(0.4%)溶液を加えた上記培地0.1mlを3列ずつ曝露した｡24時間曝露後,その培地は取り除き,

曝露した細胞は,1mM カルシウム及びマグネシウムイオンを含む0.1mlPBSで満たした｡PBS

を取替え,1wellにつき0.1mlのLucLite㊥ァッセイ基質 (perkin-Elmer)を加えたOアッセイ基質

を加えて30分後,AhR結合ルミノメーター (LuminescenserJNRABl2100,AttoTBioinstrument)を
用いて,1wellにつき10秒間,ルシフェラーゼ活性を測定した｡

TCDD標準容量-反応曲線は,slideWritePlusVer.6.00(AdvancedGraphicsSoftware)を用いたシ
グモイドカーブフィッティングにより回帰を行ったo抽出試料のアッセイ値 (CALUX-TEQs)の
導出にあたっては,適切な試料希釈を行い,そのCALUX応答ルシフェラーゼ活性がTCDD標準

曲線における1-4pM の濃度相当域 (繰り返し再現性の良好な線形活性域)にある測定値をTCDD

標準曲線に内挿することにより求めた｡定量下限値 (LOO:thelimitofquantification)については,
溶媒コントロール (DMSO溶液)によって誘発されるルシフェラーゼ活性の標準偏差の10倍値を

示す活性値に相当するTCDD濃度と定義した｡一般的に,cALUXバイオアッセイのLOQは,TCDD

で 1pM (60fdwell)を下回り,検出下限値 (LOD:thelimitofdetection)は0.3pM (20fdwell)

となる｡ 29)一般的な選択性 (selectivity)については,cALUXバイオアッセイは,選択的に,化
学分析値(WHO-TEQs)と比較可能なpcDDs,PCDFs及びダイオキシン様pcBsの総和としてTEQ

値が測定できることになっている｡ 29)

各試料希釈列の3測定値の標準偏差は10%を越えず,3回の独立した実験間の標準偏差は30%

を越えないものとした｡

3.3.4.2.CALUXバイオアッセイのための廃木材試料前処理方法の最適化

廃枕木及び未処理木材試料の各前処理段階でのアッセイ値 (CALUX-TEQs)を図3.3-2に示し

ている｡2試料に対する化学分析値 (WHO-TEQs)は破線で示している｡異性体特定化学分析に

よって得られた廃木材試料の化学分析値 (WHO-TEQs)は21,000pg-TEQ/g,未処理木材は0.3

pg-TEQ/gであった (3.5.2;表3.5.2-2参照).アッセイ値 (CALUX-TEQs)は1回の44%硫酸シリ
カゲル加熱還流処理で急激に低下し,その後,値は加熱還流の繰り返しに関わらず安定している

ことがわかる｡廃枕木試料の場合,DMSO/n-ヘキサン抽出後,化学分析値が21,000pg-TEQ/gであ

るにもかかわらず,アッセイ値は1.5×1011pgcALUX-TEQ/gであった｡これは,相当量のAhR
アゴニストが試料に存在しているであろうことを示している｡廃枕木に残存しているクレオソー

トには,ベンゾlk]フルオランテンや ジベンゾ[a,h]アントラセンのように比較的分子量が大きい多
様なpAHsを含まれている (3.4.2参照)が,これらは高cALUX活性を導くことが知られている｡
30)これらのPAHsはDMSO/n-ヘキサン抽出後に残存しており,そのような高誘導に著しく寄与し

たと考えられた｡しかし,アッセイ値は1回の44%硫酸シリカゲル加熱還流処理で23,000pg

CALUX-TEQ/gに減少した｡また,未処理木材試料についても,DMSO/n-ヘキサン抽出で得られ

た粗抽出画分に対する高いアッセイ値 (1,000pgCALUX-TEQ/g)が,1回の44%硫酸シリカゲル

加熱還流処理で著しく低下し,0.97pgCALUX-TEQ/gになった｡
廃枕木試料中のアッセイ値と化学分析値の比 (CALUX-TEQ/WHO-TEQ比)は,DMSO/n-ヘキ

サン抽出後は7,100,000であったが,これが 1回の 44%硫酸シリカゲル加熱還流処理で 1.1になっ
た｡未処理木材のCALUX-TEQ仰HOITEQ比は1回の44%硫酸シリカゲル加熱還流処理で3.2に
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なった｡4回の還流処理の各段階で得た試料のアッセイ値 (CALUX-TEQs)は,全て化学分析値

(wn O-TEQs)と良好な関係を示した｡これらの結果から,試料に含まれるPAHsのようなAhR

リガンドは提示した 1回の還流処理で極めて効果的に除去され,この前処理方法は木材試料中

PCDD/DFs及びco-pcBsの検出に有効であることがわかる｡この CALUXバイオアッセイの結果

(WHO-TEQとの良好な相関)は,44%硫酸シリカゲル加熱還流処理を用いて行った飛灰 26)や pcB

含有鉱油試料 31)とも一致するものである｡

この結果より,cALUXバイオアッセイのための廃木材試料の前処理方法として,DMSO/n-ヘ

キサン抽出及び44%シリカゲル加熱還流処理 (1回)を提示できると考えた.

1.E+12

1.E+ll

1.E十10

1.E+09

8

7
′b
5

4

0
0

0

0
0

軌

か
臥

pj+
pj+

1

1
1

1
1

iJo
a
Z;
x
fn
V
3
叫
d 1.E+03

1.E十02
1.E十01

1.E+00
1.E-01

DMSO佃exane Reflux-1 RefLux-2 Renux-3 Renux-4
extraction

Fig.3.3-2CALUXITEQvaluesateachlevelofcleanupprocedureforthesleeperanduntreatedwood

samplescomparedwithWHO-TEQvalues(brokenlines)
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thesetestshadameanvalueof6.6%(2･5%-ll%).

3.3.5.まとめ

廃木材のリスクキャラクタライゼ-ション手法として,廃木材に含まれる対象化学物質への化

学分析と生物検定法 (バイオアッセイ)の適用を比較 ･検討し,生態毒性や総合的な毒性を評価

する手法としてのバイオアッセイの特徴を整理した｡また,特にダイオキシン類縁化合物のバイ

オアッセイの開発動向を整理し,その中で本研究において取り組む cALUXバイオアッセイにつ

いて紹介した｡そして,木質資源へのCALUXバイオアッセイ適用に向けた前処理方法の検討を,

高 ･低レベルのPAHsや pcDD/DFsを含む木材試料を用いて行った｡その結果,以下の知見が得

られた｡

･粗抽出液をDMSO血-ヘキサン抽出した溶液のCALUXバイオアッセイ測定値と化学分析値

の比 (CALUX-TEQハⅥ10-TEQ比)は,高濃度のFAHsや pcDD/DFsを含む廃枕木試料につ

いては7,100,000であり,この抽出液にはpAHsを始めとする相当量のAhRアゴニス トが残

留し,活性に著しく寄与したと考えられた｡

･DMSO/n-ヘキサン抽出後,1回の44%硫酸シリカゲル加熱還流処理を行うことにより,上記

廃枕木試料のCALUX-TEQ/WHO-TEQ比は 1.1となり,化学分析値と良好な関係を示した｡

これより,試料に含まれるPAHsのようなAhRリガンドは提示した 1回の還流処理で効果的

に除去され,この前処理方法は木材試料中pcDD/DFs及び co-pcBsの検出に有効であるこ

とがわかった｡
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3.4.廃木材の再使用

3.4.1.はじめに

本節では,廃木材循環過程として, 『廃木材の再使用』を対象に,図3.4.1に示す通り,一連の

調査 ･研究を展開した｡

3.4.2においては,再使用される市販廃枕木やクレオソートを購入し,対象化学物質の含有量や

その挙動について調査を行った｡そして,3.4.3において,廃木材の再利用に伴う重金属類及びpcp,

PCDD/DFs,PAHsへの曝露について評価し,ヒト健康影響やリスク制御策について検討した｡

Fig.3.4.1廃木材を対象とした循環過程のリスク研究における本節の位置づけ≪3章4節≫

3.4.2.市販廃枕木の性状調査

3.4.2.1.はじめに

クレオソート処理枕木は,多種多様なpAHsを含み,またpcpやpcDD/DFsを含む可能性もあ

る｡その枕木の中には,使用後,園芸用材や建材等として市販され,再使用されるものがあり,

消費者が直接接触する場面が生じるが,そのような市販廃枕木に含まれる化学物質等の性状につ

いては明らかにされていない (3.2.4.4参照)0

本調査の目的は,再使用過程にある薬剤処理木材として市販廃枕木に焦点を当て,その性状を

把握することである｡そこで,日本において市販されているクレオソー トや廃枕木を採取し,そ

こに含有されるPAHs(USEPA指定 16種),pcp及びpcDD/DFsの含有量を分析し,その性状

や挙動について検討した｡

3.4.2.2.試料及び方法

3.4.2.2.1.試料

試料としては,表3.4.2-1に示す通り,日本のDIYショップ及び園芸店で市販されていたクレオ

ソー ト及び廃枕木,未処理材を用いた｡このクレオソートは,日曜大工等で木材や木質製品に塗

布する目的で工業生産され缶詰にされたものであり,黒色油状であった｡廃枕木 (図3.4.2-1;実

際の試料とは異なるが類似したもの)は,どれもその形状から鉄道用枕木として用いられていた

ものと考えられたが,使用場所や年数等の情報は得られなかった｡木材試料は各部から削り取っ

て作成した｡
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Table3.4.2-1Sam lesandtheirori

Comments

Creosote DⅠYshop -CannedfbrDⅠY

cross-secllOnSleeperA DlYshop -usedwoodenrailwaysleeperA-noinformationaboutservicelife(sameforothersleepers)-theaverageofcross-section
Interior DlYshop -insideofsleeperA
surface DtYshop -surfaceofsleeperA

SleeperB surface gardeningshop -usedwoodenrailwaysleeperB
SleeperC surface gardeningshop -usedwoodenrailwaysleeperC

UntreatedwoodA DⅠYshop -scrapforchildren'shandicraftsandtoys

Fig.3.4.2-1市販廃枕木 (写真は実試料の類似品)及び試料の採取部分

3.4.2.2.2イヒ学分析手法

≪抽出≫
木材試料は,ソックスレ-抽出 (トルエン,16brs)により粗抽出液を得た｡クレオソー トにつ

いては,トルエンで希釈した｡

≪pcpのクリーンアップ≫

pcpについては,粗抽出液に内標準物質 (13cl2-PCP)を添加し,濃縮後,シリカゲルカラムク

ロマトグラフィーによりクリーンアップ;50%(V/V)ジクロロメタンーヘキサンによる抽出を行い,
濃縮し,検液とした｡

≪ダイオキシン類のクリーンアップ≫

pcDD/DFsについては,JISKO3121)に準じた｡つまり,粗抽出液に内標準物質 (13C12-1,3,6,8-TCDD,
2,3,7,8-TCDD,1,2,3,7,8-PCDD,1,2,3,6,7,8-HCDD,1,2,3,4,6,7,8-HCDD,1,2,3,4,6,7,8,9-OCDD,
2,3,7,8-TCDF,1,2,3,7,8-PCDF,1,2,3,6,7,8-HCDF,1,2,3,7,8,9-HCDF,1,2,3,4,6,7,8-HCDF,
1,2,3,4,6,7,8,9-0CDF)を添加し,濃縮後,多層シリカゲルカラムクロマトグラフィー及び塩基性
アルミナカラムクロマトグラフィーによりクリーンアップを行った｡抽出液は濃縮後,さらに活
性炭カラムクロマトグラフィーにより分画した｡各画分は濃縮し,検液とした｡

≪pAHsのクリーンアップ≫

PAHsについては,粗抽出液に内標準物質 (d-labeledNaphtalene,Acenaphthylene,Acenaphthene,
Fluorene,Phenanthrene,Anthracene,Fluoranthene,Pyrene,Benzla]anthracene,Chrysene,
Benzolb]fluoranthene,Benzolk]fluoranthene,Benzola]pyrene,lndenol1,2,3-cd]pyrene,
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Benzo【g,h,I]perylene,Dibenz[a,h]anthracene)及びヘキサン適量を添加し,脱水 ･濃縮後,DMSO

(dimethylsulfoxide)/n-ヘキサン抽出2)を行った｡抽出液は濃縮後,シリカゲル3gと硫酸ナトリウ

ム 1cm程度を乾式充鎖した内径 1cmのカラムによりクリーンアップ ;150%(V/v)ジクロロメタ
ン-ヘキサンにより抽出を行い,濃縮後,検液とした.

≪定量≫

検液中各化学物質は,HRGC (HP6890;AgilentTechnologies,PaloAlto,USA)/MS (AutoSpec

UltimaE;Micromass,Manchester,UK)を用いて内標準法により同定及び定量を行った｡4-6,

7-8CDD/DFs,PAHs及びpcpのためのGCカラムはそれぞれ sp-2331 (Spelco,Bellfonte,USA),

DB-17 (J&W Scientific,Folson,USA),DB-5 (J&W Scientific,Folson,USA) を用いた0

3.4.2.3.結果及び考察
≪pAHs≫

クレオソー ト及び廃枕木A,未処理木材中pAHs濃度を表 3.4.2-2に示す｡クレオソート中には,

USEPA指定 16種の全てが含まれており,その総和は240,000,000mg/gと,クレオソートの24%

になることが確認された｡

Table3.4.2-2ConcentrationsofPAHs(ng/A)

(acronym) Creosote SleeperA Untreatedwood

Naphthalene (Nap) 56,000,00 5,400 8,100 3,70 110 3,000
Acenaphthylene (Acy) 950,000ND<0.2 19 36 23 47
Acenapllthene (Ace) 64,000,000 1,200 5,600 1,30 93 190
Fluorene (Fl) 21,000,000 ll,000 16,000 16,00 690 290
P一一enanthrene (Ph) 56,000,000 85,000 110,000 77,00 1,700 1,200
Anthracene (An) 17,000,000 15,000 24,000 36,00 610 75
Fluoranthene (F) 10,000,000 6,300 7,200 11,00 51 83
Pyrene (Pyr) 9,000,000 63,000 66,000 77,00 360 79
Benzla]anthracene (Bla]An) 2,500,00 38,000 37,000 55,00 7 67
Cbrysene (Chry) 2,800,000 120,000 130,000 130,00 30 260
Benzolb]fluoranthene (Blb]F) 900,00 9,600 15,000 15,00 NDく0.2 420
Benzolk]fluoranthene (Blk]F) 950,000 1,800 3,400 3,80 ND<0.2 190
Benzo[a]pyrene (B【a]P) 930,000 26,000 25,000 55,00 ND<0.2 280
lndenol1,2,3-cd]pyrene (Il123cd]P) 590,000 1,200 1,100 42 ND<0.2 56
Benzolg,h,i]perylene (BlghI]P) 250,000 ll,000 11,000 14,00 1 32
Dibenzra,hlanthracene (dBrahlAn) 110,000 ll,000 11,000 15,00 NDく0.2 6

Kohlerら3)によるクレオソート中濃度と比較したのが図3.4.2-2である｡これらは,西欧木材保

存協会規格に基づいており,WEI-Aは1994年まで,WELCは1998年から,スイス連邦鉄道にお

いて使用されているクレオソートである｡これによると,本研究のクレオソート中のナフタレン,

アセナフチレン及び高分子量pAHs濃度が他に比べて 1オーダー以上高いことがわかる｡WELC

は揮発性化合物及びBla]P濃度を下げるために開発されたクレオソートであるが,それより2オ
ーダー高いPAHs成分もみられた｡また,B[可Pは930,000ng/g (930ppm)含まれており,EU規
刺 (3.2.3.2.2参照)でクレオソートやクレオソート処理された製品の販売が全面的に禁じられて

いる50ppm を大きく上回る値となった｡日本では,JISK24391834)により,木材防腐及びカーボン

ブラック用のクレオソートが規格化されているが,Bla]P濃度に関する上限値は定められていない｡
廃枕木A中濃度は,未処理材より2オーダー程度高いことがわかる｡日本においては,枕木に

注入されるクレオソー トの規準注入量は,旧国鉄規格や日本工業規格により160kg/m3以上とされ
てきたが,注入量の全てが木材に浸潤 ･固着する訳ではなく,処理直後から発汗現象や揮発,疏

出,分解などにより成分が損失されていくものと考えられる｡3,5)クレオソートは2,3環pAHs
が多くを占めるのに対し,廃枕木は4,5環も多く存在していることから,クレオソートに含まれ

ていた低分子量pAHsが枕木使用中に放出する一方,高分子量pAHsは,木材各部に浸潤後,そ

こに固着し,廃枕木中にも多く残存すると考えられた｡

廃枕木中pAHsの内訳 (対象 16PAHsに占める各pAHの割合)を示したのが図3.4.2-3であるO

比較として,Koblerら3)によるスイスで32年間使用した廃枕木各部の濃度を示している｡合計濃
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度は,本研究値がスイスのものより2オーダー低く,他の研究値3,6)と比べても同様であった｡こ
れにはクレオソートの成分や処理量の差も考えられるが,気候や使用環境によりpAHs放出挙動

が異なる可能性も考えられる｡ここで,まず,スイスの廃枕木芯部と表層部とを比べると,フル
オランテン以下の分子量を持つPAHsは芯部の方が顕著に高かった｡これは,低分子量pAHsが
表層から放出する一方,芯部には残存するためと考えられている｡ 3)一方,本研究の枕木では,義

層部より芯部で低分子量pAHsが顕著に高いという傾向は見られず,かわって,高分子量pAHs
の割合がスイスのものに比べて顕著に高い傾向がわかる｡これは,低分子量pAHsの揮発率が温

度に大きく依存する7)ことから,温暖湿潤な日本において,表層部 ･芯部での差がなくなる程ま

で低分子量pAHsの放出が進み,同時に高分子量pAHsの相対濃度が上昇したためと考えられた｡

つまり,この低分子量pAHsの放出が他の枕木との濃度差に大きく寄与している可能性が考えら
れた｡
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≪ pcp,PCDD/DFs≫

各試料中 pcp及びpcDD/DFs濃度を表 3.4.2-3に示す｡これより,廃枕木Aには,pcpが250,000

-280,000ng/g,PCDD/DFsが合計で4,600-7,800ng/g (22-35ng-TEQ/g)含有されていることが
確認されたO廃枕木 Aの PCDD/DFsは未処理材やクレオソー トのそれより4オーダー程度高いこ

とがわかる｡廃枕木 Aの PCDD/DFsの異性体分布を日本のPCP農薬 8)と比べると,図 3.4.2-4に

示す通り,高塩素化のダイオキシン類が多くを占める類似した分布となってお り,pcpの不純物

として含まれていた pcDD/DFsが廃枕木A中に残存していると考えられた｡また,廃枕木Aの試

料採取部分による濃度の違いを見ると,PCP,PCDD/DFsともに表層部の濃度の方がやや高いもの

の,同じオーダーであり, pcpが芯部までよく浸潤する方法で処理されていた可能性が高いと考

えられた｡また,これは表層除去といった方法ではpcp及びpcDD/DFs除染できないことを示唆

している｡一方,廃枕木 B,C中濃度は廃枕木 Aに比べて 3-5オーダー低 く,特に廃枕木 C中

PCDD/DFs濃度は未処理材よりも低レベルとなった｡

Tables.4.2-3ConcentrationsofPCPandPCDD/DFs(ng/g)

SleeperA l sleeperBsurface SleeperCSurface UntreatedwoodA Creosote
_scerc?lPOSn interior surface

PCP 250,000 280,000 640 290
2378-T4CDD 0.0091 ND<0.008 ND<0.008 NDく0.008 ND<0.008 NDく0.008 NDく0.008
T4CDDs 0.14 0.023 0.055 0.23 ND<0.008 0.026 ND<0.008
12378-P5CDD 0.39 0.012 0.25 NDく0.008 ND<0.008 ND<0.008 NDく0.008
P5CDDs 2.6 039 0.84 0.12 NDく0.008 ND<0.008 NDく0.008
123478-H6CDD 2.2 ND<0.02 .NDく0.02 ND <0.02 ND<0.02 ND<0.02 ND <0.02
123678-H6CDD 56 66 120 ND<0.02 NDく0.02 ND<0.02 NDく0.02
123789-H6CDD 3.3 2.2 4.0 ND <0.02 ND<0.02 NDく0.02 ND<0.02
H6CDDs 170 150 260 0.24 ND<0.02 ND <0.02 ND<0.02

1234678-H7CDD 1,300 1,000 1,400 0.24 ND <0.02 0.017 0.051
H7CDDs 1,900 1,600 2,100 0.75 0.026 0.03 0.051
08CDD 4,400 1,900 1,800 1.2 0.063 0.082 0.21

totalPCDDs 6,500 3,700 4,200 2.5 0.089 0.14 0.26
TEQ 20 18 27 0.0025 0.0000063 0.00018 0.00053

2378_T4CDF 0.5 0.71 -1.4 0.033 ND <0.008 ND<0.008 0.028
T4CDFs 9.1 3.8 27 0.58 NDく0.008 0,0034 0.53
12378-P5CDF 2.6 3.8 7.0 0.026 ND <0.008 ND<0.008 ND<0.008
23478-P5CDF 3.4 2.6 4.8 0.022 ND<0.008 NDく0.008 NDく0.008
P5CDFs 290 76 140 0.34 NDく0.008 0.0054 ND<0.008
123478-H6CDF 8.8 9.8 18 0.028 ND<0.02 ND<0.02 ND<0.02
123678-H6CDF 5.7 8.8 7.3 0.026 ND<0.02 ND <0.02 ND<0.02
123789-H6CDF ND <0.02 1.7 3.3 ND<0.02 NDく0.02 ND<0.02 ND<0.02
234678-H6CDF 3.5 4.7 9.6 0.055 ND<0.02 ND<0.02 ND<0.02
H6CDFs 290 450 860 0.35 ND<0.02 NDく0.02 ND<0.02
1234678-H7CDF 90 75 130 0.12 ND<0.02 ND<0.02 ND<0.02
1234789-H7CDF 6.8 4.1 8.4 0.030 ND<0.02 NDく0.02 ND <0.02
H7CDFs 400 290 520 0.26 0.0084 ND<0.02 ND<0.02
08CDF 290 110 200 0.15 NDく0.04 NDく0.04 NDく0.04

totalPCDFs 1,300 930 1700 1.7 0.0084 0.0088 0.53
TEO 4.7 4.9 8.1 0.028 0 0 0.0028

totalPCDDn)Fs 7800 4600 5900 4.2 0.097 0.15 0.79

TEQ:WHOITEQ(1998)valueswerecalculatedassumingthattheamountsofcongenersbelowthedetectionlimitwerezero.
_:notmeasllred
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Figure3･4･2-4ProfilesofPCDD/DFcongenersinusedwoodensleepersandPCP8)

≪pcpの存在について≫

廃枕木Aからは比較的高濃度のPCP,PCDDDFsが検出され この枕木はクレオソートに加え,

pcpにより処理されていたことが確認された｡クレオソート処理木材へのPCP添加ポイントとし

ては,図3.4.2_5のパターンが考えられる｡5,9･10,ll)

Friesら12)は,牧場周辺施設に利用されている木材について,PCP及びpcDDn)Fs濃度を測定し

ており,その含有レベルによって,表3.4.2-4上欄に示す通り,pcp処理の有無や処理方法を分類

している｡この分類より,今回の廃枕木Aについて処理方法を推定すると,pcpは表面処理され

ていたレベルに近く,PCDD/DFsは表層処理及び加圧注入式処理に近いことがわかる｡処理量も

使用年数も不明であるが,芯部でも濃度が高いこと,pCPの方がpcDD/DFsより高濃度であるこ

となどから,pCPを併用し,加圧注入式処理された可能性が高いと考えられる｡

廃枕木Bについては,pcp濃度は低いもののPCDD/DFs濃度がやや高く,異性体分布(図3.4.2-4)

がpcp由来のそれに類似していることから,pCP処理後にpCPが放出した可能性が考えられ,Fries

らの分類から判断すると,防カビ目的で一時処理されていた可能性が高いと考えられた｡また,

表 3.4.2-4に示す通り,自治体に持ち込まれた家屋解体柱等の性状調査 (3.2.3.5参照)でPCPや

cpsで処理されたとみなしたccA,有機系廃木材中pcDD/DFsレベルと同程度である｡pCPは,

防カビ目的で多くの木材の短期処理に利用されていたと思われ,このレベルの含有は,目視によ

って識別可能なその他の薬剤や薬剤処理の有無に関わらず,pcp使用期間のどの木材についても

あり得ると考えられた｡一方,廃枕木 Cについては,PCPに関しては未処理に分類されると思わ
れた｡

以上のことから,必ずしも全ての廃枕木にpCPが含有されているわけではないが,中には 10

ppb-TEQレベルでPCDD/DFsを含有する廃枕木が市販されていることが確認され そのようなち
のが一般人によって利用される可能性があることが示唆された｡日本におけるPCPの利用は,1960

-1970年代に主に水稲用農薬 (除草剤)としての大量生産が知られている｡現在は生産 ･販売と

も終了しているが,2002年になって,高レベルpcDD/DFsの含有を認めた当時の製造者は,農林

水産省の指示により,pcp製品の回収を始めた｡pcp処理木材等への言及はないが,農薬用途と

異なり,成分の多くが利用媒体である木材に残存しているルートと捉えることもできる｡上述の

通り高濃度pcpを含有する廃枕木はある程度の規模の工場において圧力注入処理されたと考えら

れることから,そのような用途に関するなんらかの情報が入手できると考えられる｡

今後,このような廃枕木の出所などについて調査すると同時に,適切な管理について検討する
必要があると思われる｡
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Figure3.4.2-5TimeswhenPCPcanbeaddedtowoodtreatedwithcreosote

Table3.4.2-4LevelsofPCPandPCDDn)Fsinwoodsamplesanddeducedapplicationmethod

Source Classification PCP PCDD/DFs MethodsofPCPapplication
OLg/g) (ng-TEQ/g) towood

WoodsamplesfromlivestockfacilitiesiーltheUSA(12) PCPくLQ <LOQ 0.011-1.7 untreatedwithPCP

PCPlow 2.5-82 0.016-2.4 low-1evelapplicationtopreventfungusgrowth

PCPintermediate 110～880 1.6-53 surfaceapplication

PCPhigh 1,600-8,500 27-310 pressuretreatment

WastewoodstestedinpreViousstudy(Seesection3.2.3.5) CCA-treatedwastewood 3.1(totalCPs:5.4) 0.0068 low-1evelapplication

Creosote-treatedwastewood 0.088(totalCPs:8.5) 0.018-0.029 low-1evelapplicationwithCPs

Untreatedwastewood 0.17(totalCPs:0.69) 0.0023-0.0074 untreatedwithPCP

Woodenproductstestedinthisstudy SleeperA(cross-section) 24 pressuretreatmentorsurfaceapplication

SleeperA(interior) 250 22

SleeperA(surface) 280 35

SleeperB(su血ce) 0.64 0.03 low-1eVelapplicationoruntreatedwithPCP

SleeperC(surface) 0.29 0.0000063 untreatedwithPCP

3.4.2.4.まとめ

日本において市販され,一般消費者によって使用されるクレオソー ト及び廃枕木の性状を把捉

するために,pAHs,PCP及びpcDD/DFsの含有量を分析した｡その結果,以下の知見が得られた｡

･ 今回対象としたクレオソー トにはUsEPA指定 16種 pAHsの全てが含まれており,その総

和は240,000,000ng/gと,クレオソートの24%になることが確認された｡また,B[α]Pは

930,000ng/g (930ppm)であり,EU規制でクレオソー トやクレオソート処理された製品の

販売が全面的に禁じられている50ppm を大きく上回る値となった｡
･ 今回対象とした廃枕木試料 (廃枕木A)各部には,usEPA指定 16種 pAHs合計で410,000

-510,000ng/gが含まれており,Bla]P (25,000-55,000ng/g) を始め,高分子量pAHsも多
く含有されていることが確認された｡なお,未処理材2試料中レベルは,それより2オー

ダー低く,合計で3,700及び6,300ng/g含有されていた｡

･ 今回対象とした廃枕木試料 (廃枕木A)各部には,pcpが250,000-280,000ng/g,PCDD/DFs

が合計で4,600-7,800ng/g (22-35ng-TEQ/g)含有されていることが確認され,クレオソ
ートに加え,PCPで加圧注入処理された可能性が高いと考えられた｡

･ 今回対象とした他の廃枕木試料 (廃枕木B,C)には,PCDD/DFsが0.030ng-TEQ/g及び

0.0000063ng-TEQ/g含有されていた｡前者はその異性体分布よりpcp中不純物である可能
性が考えられた｡これは防カビ目的での一次処理と考えられ,防カビ処理は木材に汎用さ

れていたことから,このレベルの含有は多くの場面で覚悟する必要があると考えられた｡

･ 以上のことから,必ずしも全ての廃枕木にpcpが含有されているわけではないが,中には

10ppb-TEQ レベルでPCDD/DFsを含有する廃枕木が市販されていることが確認され,その
ようなものが一般人によって利用される可能性があることが示唆された｡
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3.4.3.廃木材の再使用プロセスにおけるリスク解析

3.4.3.1.はじめに

市販廃枕木には多種多様な pAHsや pcp,PCDD/DFsが含まれている可能性があることが明ら

かになった (3.4.2参照)が,これらは,消費者によって加工されたり,室内で用いられたりする

可能性が考えられる｡このような薬剤処理廃木材の再使用以外にも,廃木材リサイクリングプロ

セスにおいて作業者や消費者が直接廃木材に接触する場面が生じ得るが,原料として薬剤処理木

材が供給された場合に製品や人体に与える影響については十分に把握されていない(3.2.4.4参照)

本調査の目的は,廃木材リサイクリング過程に焦点を当て,そこにおける化学物質曝露に伴う

ヒト健康リスクを把捉することである｡そこで,廃木材リサイクリング過程において曝露の可能

性のあるポイント(曝露するヒト)として,1)切断作業 (作業者,消費者),2)室内利用 (消費者,
子供)をあげ,重金属類 (cr,cu,As),pcp,PCDD/DFs及びpAHsの曝露評価を行い,ヒト健

康リスクについて検討した｡

3.4.3.2.曝露評価方法の概要

3.4.3.2.1.解析の枠組み

廃木材リサイクリングルートの中には,薬剤処理廃木材が供給された場合に,労働者や消費者

がその薬剤成分に曝露するようなポイントがいくつか考えられる｡今回は,人が廃木材由来粒子

状物質やガス状物質に直接曝露する可能性のあるルートとして,図3.4.3-1及び3.4.3-2に示す2

つの曝露シナリオを設定した｡これらは,想定される最悪のシナリオの一部と考えられる｡

-

Scenari0-2

Indooruse(Child)

Fig.3.4.3-1Schematicoftheexposurescenarioandpopulationatrisk

ご丁罵 Exposurerouteinthisstudy - Particulatematter

oral一 一 一〔亘壷 〕

oral一･一一一 〔蚕室 〕

Derma1----回
･nhalati｡n一(亘壷〕
oral一 一 ト[蚕室 〕

------~Gaseousmattel･

Fig.3.4.3-2Exposureroutesinthisstudyandwholeexposuremodelforwastewood
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評価対象であるヒト健康影響については,廃木材由来粒子状物質及びガス状物質の経気道 ･経

口ルー ト (図3.4.3-2)による曝露量を以下の式により算出し,各種基準値と比較したo

Escenari.-1=ETnhalati.n,Gas+E仙alati｡n,Particle

Escena.io-2=E∫nhalation,Gas+EIngestion,Panicle

ETnhala.血,Gas= (C Air,G｡sXQ血) ×ET

Eoral,Particle= (C Ai,,Pa,licleXCw.odXQAir) ×ET

EIngestion,Particle=C w.｡dXQwood

ここで, E :単位時間当たり当該物質曝露量 (mg/day), Elnhalation,Gas:ガス状物質由来の経気道曝

露量 (mg/day),E lnhalati.n,Panic.e:粒子状物質由来の経気道曝露量 (mg/day),EIngestion,P｡nicle:粒子状

物質由来の経口曝露量 (mg/day), C w..d:木材中当該物質濃度 (mg/g), cAir,Gas:大気中ガス状

当該物質濃度 (g/m3),c Ai,,Partic.e:大気中粒子状物質濃度 (mg/m3),Qw.｡｡:鋸屑摂取量 (g/day),

QAi.:呼吸量 (m3/hr), ET :曝露時間 (hr/day) である｡

3.4.3.2.2.曝露シナリオ及び曝露ファクター

曝露シナリオとして,

1)作業者が,職業として毎日3時間,廃木材一本の切断作業 (電動鋸で 5等分)を行う

2)子供が,廃木材 (5等分×5本)を利用している室内で,半日生活 し,また,誤ってなめる
と想定した｡このシナリオに基づいて,曝露ファクターを表3.4.3-1のように設定した｡

Table3.4.3-1ExposureFactors

Forcalclllationso Exposurefactor Scenario-1 Scenario-2 OriginandcommentsSawing hdooruse
Worker Cllild

Air Exposurescope Floorarea:10m2H=2,5m sumptioninthisstlldy
surfaceareaofthewood(m2) :A 3.4 2.3 eincreasebysawlngdustwastakenintoaccollnl

ventilationrate(m3/day):P 240 960 Necessaryratefor:

concentration WorkingplacedefinedintheregulationofOccupationalSafetyandHealthl.awinJapan-LiVing place defined in enforcementcode-20 0fchitecturalStandardhwinJapan

InhalationandOralingestionRespirationrate(m3伽):QAj. 1.5 0.42 apanScience-Chronology(1)anddefaultrecommendedyUSEPA(2)Ingestionrateofparticles(g/day):Qwtxxl 0,0045 0.1 sumptioninthisstudy

Exposuretime(hr/day):ET 3- 12 sumptioninthisstudy

LifetimerisksExposurefrequency(day/yr):EF 250 365 sumptioninthisstudy

EXposllreyearSinlifetime(yr):ED 20 6 DefaultrecommendedbyUSEFA(2)andusedindioxinexposureassessmentinJapan(3)
Bodyweight(kg):BW 70 20 apanScience-Chronology(1)anddefaultrecommendedyUSEFA(2)

yeragetime(day):ArNon-carcinogeni 20×365 6×365 ED(year)×365(day/year)

3.4.3.2.3.薬剤処理廃木材 (緬屑)中濃度 (cw..d)

今回対象とする薬剤処理廃木材群の種類 (薬剤)は,現在排出が確認されており,また今後も

排出が続くことが予想される

1)CCA 処理廃木材 (cr, cu, As)

2)PCP処理廃木材 (pcp, PCDD/DFs)

3) クレオソー ト処理廃枕木 (UsEPA 指定 16種 pAHs)

とし,括弧内の化学物質による影響のみを評価することとした｡これらは,単一の薬剤で比較的

高レベルに処理された,枕木サイズ (h=16cm,W =24cm,1=260cm) の廃木材群と仮定して計

算し,許容混入率等が算出できるようにした｡なお,実際の多くの場面では,家屋解体現場のよ

うに様々な薬剤種 (未処理含む)や形状の廃木材が混在していると考えられるが,鉄道廃枕木の

ように同種のものばかりが排出されるような場合もある｡

薬剤処理木材の排出時における薬剤成分の残存量については,1999年に自治体に持ち込まれた
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家屋解体柱等の性状調査 (3.2.3.5参照)を行っており,また,倉田ら4)は,1989年及び 1999年に

国内の廃木材チップ化施設においてチップ中濃度を調べている｡これらの結果に,市販廃枕木の

性状調査 (3.4.2参照)の結果をあわせて,表 3.4.3-2-3.4.3-4に示す｡なお,pcp及び pcDD/DFs

については,Friesら5)が木材中レベルによりpcp処理の有無や処理方法を分類しており,その分

類に従った｡pAHsについては,USEPA指定 16種 FAHsの合計値で示した｡

Table3.43-2CCAconcentrationsinwastewood

Wastewoodin1999(Seesection3.2.3.5) CCA-treatedwastewood 6 750-1,300 340_550 340-820Untreatedwastewood 3 6.7-21 6.6-ll ND-6.7

Wastewoodchipin1989(4) ChipforwoodDulp 14 19-130 2.1-13 ND-10
Chipforfiber-board 4 33-72 2.1-7.0 ND-0.7

～:AveragevalueofCCA-treatedwastewoodin1999wastewoodsurvey(Seesection3.2.3.5)
**:Averagevalueofuntreatedwastewoodin1999wastewoodsurvey(seesection3･2･3･5)

Table3.4.3-3PCPandPCDDn)Fsconcentrationsinwastewood

Level/Classification
PCP

(FLg/g)

PCDD/DFs

(ng-TEQ/g)

MethodsofPCPapplicationto
wood

W)odsamplesfromlivestockfacilitiesintheUSA (5) PCP<Ⅰ一Q 6 <1.OQ 0.01ト1.7 UmtreatedwithPCP

PCPlow 12 2.5-82 0.016-2.4 IJOW-1evelapplicationtopreventfungusgrowih

PCPintermediate 13 1,6-53 SurfaceapDlication

PCPhigh 7 1,600-8,500 27-310 Pressuretreatment

Wastewoodin1999(Seesections.2.3.5)CCA-1reatedwastewood 6 3.1(T-CPs*:5.4) 0.0068 LJ)W-levelapplicatOn
Creosote-treatedwastewood 3 0.088(T-eps:8.5) 0.018-0.029 IJ)W-levelapplicatonwithCPs

Untreatedwastewood 3 0.17(T-CPs:0.69) 0.0023-0.0074UntreatedwithPCP

Woodenproductsin2001(Seesection3.4.2)SleeperA(someparts) 3 250-280 22-35 Pressuretreatmentrsurfaceapplication

SleeperB(surface) 1 0.64 0.03 bw-1evelapplicationruntreatedwithPCP

SleeperC(surface) 1 0.29 0.0000063 UntreatedwithPCP
Untreatedwood 1 0.00018 UntreatedwithPCP

Wastewoodchipin1999(4､Chipforwoodpulp 1 1.1 IJOW-1evelapplicationruntreatedwithflCP
Chipforfuel 1 2.0

Valuesusedin

thisstudy

Pressure-treatedwastewoodH Pressuretreatment

Untreatedwood*** UntreatedwithPCP

*:chlorophenolsincludingPCP
**:MaximumvalueofSleeperAin2001woodenproductssurvey(Seesection3.4.2)
***:ForPCP,averagevalueofuntreatedwastewoodin1999wastewoodsurvey(Seesection3.2.3.5)/:ForPCDD/I)Fs,Valueof
untreatedwood(Seesection3.4.2)isusedbecauselevelofuntreatedwastewood(Seesection3.2.3.5)isalittlehigh

Table3.4.3-4nら止Isconcentrationsinwastewood

Wastewoodin1999(Seesection3.2.3.5) Creo_sote-treatedwastewood 3 7,800-ll,000Untre訊edwastewood 3 320-2,700

Ⅵbodenproductsin2001(Seesection3.4.2)SleeperA(someparts) 3 410,000-510,000

*:MaximumvalueofSleeperAim2001woodenproductssurvey(Seesection3.4.2)
**:Minimumvalueofuntreatedwoodin2001woodenproductssurvey(Seesection3.4.2)

本研究においては,これらの研究結果を元に,加圧処理廃木材レベルを設定した｡また,モデ

ル検証のための未処理 (廃木)材を設定した｡PCDD/DFs及びpAHsの詳細な設定値は表3.4.3-5,
3A.3-6に示す｡このPCDD/DFsは,市販廃枕木の性状調査 (3.4.2参照)において述べた通り,異
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性体分布において高塩素化ダイオキシン類が多くを占めており,Masunagaら6)の分析したpcp農

薬中のPCDD/DFs異性体分布とも類似していたことから,pcpの不純物と考えられた.なお,Bla]P
を 1とした場合の各 pAHs成分の発癌毒性億(BaPeq)としてNisbetら7)の毒性等価係数(Bap-TEF)
を採用した｡

Table3･4･3-5DetailedconcentrationsofPCDD/DFsinthisstudy(pg/g)
Pressure-treatedwood Untreatedwood

PCP 280,000,000. 170,000.

2378-T4CDD 6.8 0.

T4CDDs 55. 26.

12378-P5CDD 250. 0.

P5CDDs 840. 0.

123478-H6CDD 0. 0.

123678-H6CDD 120,000. 0.
123789-H6CDD 000. 0.

H6CDDs 26 000. 0.

1234678-H7CDD 1,40 000. 17.

H7CDDs 2,10 000. 30.

08CDD 1,80 000. 82.

totalPCDDs 4,20 000. 140.

TEQ 27OOO. 0.18

2378-T4CDF 1277400. 0.

T4CDFs 000. 3.4

12378-P5CDF 000. 0.

23478-P5CDF 4140800. 0.P5CDFs ,000. 5.4

123478-H6CDF 18,(泊0. 0.

123678-H6CDF 739860300. 0.

123789-H6CDF 300. 0.

234678-H6CDF 600. 0.

H6CDFs 000. 0.

1234678-H7CDF 130000. 0.

1234789-H7CDF 8520400. 0.H7CDFs 000. 0.

08CDF 200000. 0.

totalPCDFs 1,700000. 8.8

TEQ 8,100, 0.

totalPCDDs+PCDFs 5,900,000. 150.

TEQ:WHO-TEQ(1998)valu朗WereCalculatedassumirlgthatthe

amountsofcongeneTSbelowthedetectionlimitwerezero.

Table314･316Detailed7器 TEnI7慧 EpdAHq sdPUnee.dStuwd.y(ng/g)
Naphtalene 0.001 3,700. 110.

Acenaphthylene 0.001 360. 23.

Acenaphthene 0.001 1,300. 93.

Fluorene 0.001 16,000. 690.

Phenanthrene 0.001 77,000. 1,700.

An thraceⅠ】e 0.01 36,000. 610.

0.001 ll,000. 51.

Pyrene 0.001 77,000. 360.

Benzla]anthracene 0.1 55,000. 6.6

Chrysene 0.01 130,000. 30.

Ben2.0【b]horanthene 0.1 15,000. 0.45

Benzo【k】fhoranthene 0.1 3,800. 0.

Benzo【a】pyrqne 1. 55,000. 0.3

Indenol1,2,3-cd】pyrene 0.1 420. 0.

Benzolg,h,i]perylene 0.01 14,000. 0.79

Dibenzra,hlanthracene 1. 15000. 0.

Total 510000. 3,700.
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3.4.3.2.4.ガス状物質曝露 :大気中濃度 (cAjr,Gas)
廃木材から揮発したガス状有機化学物質による曝露量は,呼吸量 (QAir) に室内大気中濃度 (C

血,Gas)を乗じて算出した｡室内大気中濃度は以下の式によって設定した｡
C血,Gas=AxV/P

ここで,CAir,Gas:平衡状態の大気中ガス状当鼓化学物質濃度 (mg/m3),A:廃木材表面積 (m2),
V･.当該化学物質の揮発速度 (mg/m2/day),P:換気量 (m3/day)である｡

pcp,pcDDのFsの揮発速度Vについては,ガラスチャンバーモデルにおけるPCP処理木材か

らのPCP揮発率評価 8)や,pcp処理木材からのPCDD/DFs放出量の試算等 9･10)が行われている｡

今回は,Eitzerら9)のPCDD/DFs年間揮発率,含有量の0.1%を,pcp,PCDD/DFs全異性体に採

用した｡

pAHsの揮発速度 V については,ガラスチャンバーモデルによるクレオソート処理木材試料か

らのn旺Is脱着の動力学的検討 11)や,年代の違う鉄道廃枕木の分析結果によるPAHs排出係数の

算出 12)が試みられている｡しかし,いずれの研究においても,古い木材からの放出挙動や高分子

量pAHsの揮発量は取り扱っておらず,もしくはできず,別のアプローチが必要だと考えられた｡

そこで,本研究においては,市販廃枕木の性状調査 (3.4.2参照)における結果を用いて,

市販クレオソー トが廃枕木に塗布されていたものと同じ組成である

ある分子量以上のPAHsは放出しない

放出しないpAHsを基準に初期濃度 (クレオソー トと同組成)を算出し,現濃度との差を揮

発分とする

との仮定 ･手順に基づき揮発速度を推算した｡

3.4.3.2.5.粒子状物質曝露 :鋸屑摂取量 (c Air,ParticleXQAir,Qwo.d)
切断作業 (シナリオ1)については,発生した鋸屑量に関係なく,室内を浮遊している粒子状

物質濃度が,日本労働衛生学会 13)によって定められた吸入性木材粉塵の職業曝露許容値(1mg/m3)

であり,作業中の呼吸により鋸屑を吸入すると想定し,呼吸量 (QAi,)に粉塵許容濃度 (c Air,Pa｡icle)

を乗じて,鋸屑摂取量を求めた｡

室内利用 (シナリオ2)については,子供が誤って摂取する量 (Qwb｡d)を,0.1g/dayとした｡
これは,日本でダイオキシン類評価 3)において土壌摂食量のデフォル ト値として用いられている

0.2g/dayの半量,土壌摂食量のUSEPA推奨値 2)と同値である｡

3.4.3.2.6.生物学的利用能

各化学物質の生物学的利用能 (bioavailability)は,その化学物質の物理化学的特性は勿論,ガ
ス状か粒子状か,また経気道か経口か,そして吸収される臓器によって,大きく異なると考えら

れる｡存在形態による違いについては,払Hsのガス状物質及びカーボンブラック粒子からの生物

学的利用能を,化学分析による抽出濃度と同値とした試算があるが,この粒子についての値が過

大評価を招いている可能性が指摘されている14)｡また,木材由来物質については,Gordonら15)

がccA圧力注入処理された木材屑に含まれる重金属類の体外実験条件下 (invitro)での生物学的

利用能について調べており,生物学的利用可能性があることを示唆している｡臓器による違いと

しては,PCDD/DFs及びpcpについて,有機化合物の大気/肺境界における移動率0.5,胃腸領域

における移動率0.8を用いてヒト曝露量を算出した報告 16,17)がある｡しかし,これらの研究から

は,今回対象とする各化学物質の木材由来での生物学的利用能は不明であり,ここでは生物学的

利用能の違いを考慮せず,曝露形態 (経気道/経口,ガス状/粒子状)ごとに曝露量を算出する｡

3.4.3.2.7.長 ･中期曝露影響 :平均曝露量 (AE)

単位時間 (曝露した日)当たり曝露量の算出後,長 ･中期曝露による慢性影響や発癌性につい

て評価するために,次式によって平均曝露量を算出する｡

AE=(ExEF/BW)× (ED/Ar)

ここで,AE:平均曝露量 (mg/day/kg),E:単位時間当たり当該物質曝露量 (mg/day),EF:曝露

頻度 (day/year),ED:曝露期間 (year),AT:平均時間 (day),BW :体重 (kg)である｡

3.4.3.3.結果及び考察
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3.4.3.3.1.大気中濃度

≪pAHs揮発率≫

算出方法及び算出したpAHs揮発率を表3.4.3-7に示す｡本研究の方法1は,先述した仮定に基

づいたものであり,方法2及び3は,それぞれGevaoら11),Kohlerら12)の研究結果からの算出で

ある｡これより,方法1による揮発率が概して高いことがわかる｡方法1で低い方のケースaに

よるRateconstantと特定の物理化学的性状との関係 (図3.4.313)より,インデノ[1,2,3-cd]ピレン

及びジベンゾ【a,h]アントラセンを除いてある程度の相関が見られる｡そこで,今回は,方法 1の
ケースaによる値を採用することとした｡

Table3.4.3-7EstimatedvolatilizationnuxesofPAHsandcalculationmethods

MW Approach-1 Approach-2

ltassumesthatSlecperAwaStreatedwithcreosotcarlalyzcdi】ltheprcvjousTherateconstant(1/hr)fromGeyasetaL(ll)was

studyseesecElOn3.4,2,zlndlha=11CrCWaSnOCha丁場el dlVldcdbyArca/VoltJmC1/m ,th theliedbyit.nlolecular-wcightPAFLThEn,Case-αWaSadapted. sleeperAwasmtJl

Theamountofapplicatioz1 RatecostElnt) γol

(g-crco/g-wood) (mg血2/h.) (1/hr) (1/h (.,.dm2/叫

rtcalculatedfromthedif托renceofemission

ofhvorailroadtics,OJICyearand32years

use,whichKoh]erctaL(12)azlalyzcd.

Emission

(g)

128 0.000066 0.28 0.67 4.1E-08 40. 130.

152 00000000000000000038 000000000000000047 00000000000000011 713112271163.2E-09 0. 0.4

154 00002 32 .77 4E-07 42. 230.

166178 000760014 127 256j 6E-099E-09 0.069 0.0940.26 0.32 71, 120.270. 0.
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≪大気中濃度≫

有機化合物の大気中推定濃度及び参照値(一般及び曝露環境中濃度)17-27)を表3.4.3-8及び3.4.3-9
に示す｡これにより,加圧処理廃木材曝露下のどの推定値も,参照値の職業曝露環境中濃度と同

レベルになっていることがわかる｡これは,揮発率等の設定が過大評価を招いている可能性も考

えられるが,揮発を促すような条件下でのリスク増加を示唆するものでもあるOしかし,ナフタ

レン,Bla]P及びpcpについて定められた作業環境許容濃度を上回るものはなかった.なお,未
処理木材による推定濃度は一般環境中レベルと類似した値となり,モデル推定値が極端な過大評

価ではないことが確認された｡
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Table3.4.318EstimatedairconcentrationsofPAHsandsurveydate(ng/m3)

Refcrencevalue(18)

工imeWeighted ofbackground JndoorairpoIIutedby OccupationalexposuTepressure-trealcd luntreated Coke-oven RoofingandroofingFDundTies
Gas ParticleJprticlc Gas Average andm areas residcntialheathg ba(teries

Naphtalenc 93,000 301167363842 ll 16,00 50,000,0002,000 N 823 750-2,200 28,000-650,000 2200 5,000 9,700ND3080

AcezlaPhthyleneAcenaphthene 1,600110,000 023093 27018,000 0.3 1-7501-1,700 28,0003,800 2352 9,0006,700

Fluorene 35,000 69 5,900 0.6 2 3-280 14β00-110β000 1605 4,000

AI)thracene 92,00027,000 7736 761 15,0004,600 NND 0,97 3-6700.10-410 70-200,0016,000-55,000 63 ,400,500 3250 ,500,30016,000 ll 051 2,800 N 120-4,400,000 84,000 13 ,600

Pyrenc 13,000 7 6 2,200 N 62.5 0.02-850 2,400-99,000 3 ,400 1082322N5N1,700

Bcnz【a]anthtacenc 2,500 55 007. 430 0.0 ND-4,000 110-96,000 30 ,500 70

ChryseneBenzo【b】fluoranthezteBenzDlk]nuoranthenc 800‖OO1,500 130153 03001 14【)180250 0.00.00.00 .0.2.48 0.18-1,4000.17-9300.0050-820 80-72,00042,000-1,500,00042,000 3309 210,200700 820870460

Table3.4.3-9EstimatedairconcentrationsofPCP,PCDD/DFsandsurveydate
pcp(ndm3) PCDD/DFsrpg-TEQ/m3)

Gas Particle Gas Particle

Thisstlldy Presstlre-treated Scenario-1.Sawi ng 250. 280. 31. 35.
Scenario-2.Indooruse 43. 0. 5.3 0.

Untreated Scenario-1.Sawing 0.15 0.17 0.00016 0.00018
Scenario-2.lrLdooruse 0.026 0. 0.000027 0.

Referencevalue imeWeightedAVerage(TWA) 500,000

renvironmental-qualityvalueofdioxinsinJapan 0.60

bientairofbackgrounddndruralareas(17,19-24ー 0.63-5.1 0.017-1.1

JapansimultaneousSourcecircumferenceincludingimportantarea(n=138) 0.00030-1.8

researchonDioXinsBig-Middlecityarea(n=236) ND-1.1
(25) Backgroundarea(n=7) 0-0.067

Thesurroundingsofaclosedplantofpe sticide(19) 1.0 0.018-2.5Occupational IndoorairwherePCPhadbeenpreviouslyused(21) NT)_650

eXposurea-ndanotherWoodpreservativeindustry(26) 5.1-30,000

source Sawmi llandwoodpreservativeindustry(23) ll,000,000 0.5-7.2

3.4.3.3.2.曝露量評価

各曝露シナリオによる曝露量を表3.4.3-10-3.4.3-12に示す｡表 3.4.3-10には曝露した日の曝露量

を示し,参照値として CCA,PCP及びpcDD/DFsの平均摂取量 17,25,28130)及び pAlIsの推定最高摂

取量 18)を示した｡表 3.4.3111及び3.4.3-12にはそれぞれ非発癌,発癌影響の生涯 リスクを評価す

るための平均曝露量を示し,RfDとvsDの定められた化合物についてはそれらを参照値とした0

切断作業 (シナリオ 1)については,経気道のみを曝露経路とした｡曝露した日の重金属類曝

露量は参照値 (cr及び cuの平均経口曝露量,Asの平均合計曝露量)と比較して問題のないレベ

ルとなっていることがわかる｡一方,曝露した日の nゝ Hs,PCP,PCDDn)Fs曝露量については,

それぞれ合計が 1.8mg/day,2.4FLg/day,300pg-TEQ/dayと参照値を大幅に上回っている｡その曝
露形態についてみると,pcp及びpcDD/DFsはガス状物質と粒子状物質の寄与が同程度と算出さ

れたのに対し,pAHs曝露レベルは,ガス状物質の寄与が大きいことがわかる｡ガス状物質への曝

露はマスク等による防護が困難と考えられ 注意を要する｡長 ･中期曝露影響については,cr,

cu,As,pAHs及びpcpによる経気道曝露の非発癌及び発癌影響に関するRfD及びvsDが定め

られていないが,粒子状物質を経口摂取すると仮定し,経口曝露のRⅡ)及びvsDと比較すると,

Bla]P,PCPのVSD (発癌リスク 1016に相当)と同オーダーであることがわかる｡
室内利用 (シナリオ 2)については,子供のガス状物質経気道摂取及び粒子状物質経口摂取を

曝露経路とした｡曝露した目の重金属類経気道曝露量は切断作業者に比べて 1オーダー程度高い

が,参照倍と比較して問題のないレベルとなった｡曝露した日のFAHs,PCP,PCDDn)Fs曝露量

については,それぞれ合計が380FLg/day,28FLg/day,3.5ng-TEQ/dayと参照値を大幅に上回ってい
る.その曝露形態についてみると,pAHs合計値はガス状物質による曝露量が大きいのに対し,

BaPeq値では粒子状物質の方が大きいことがわかる｡これは,TEFの大きい高分子量 pAHsが粒子
状物質に多いためである｡pcP及びpcDD/DFsについては粒子状物質の寄与が大きいことがわか
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る｡このように,鋸屑の直接経口摂取に伴うリスクが大きくなることからも,室内 ･屋外利用に

関わらず,食べ物に接触する場所や遊具,装飾用材等への利用には注意を要する｡次に,長 ･中

期曝露影響について見ると,Asの平均曝露量が経口曝露のRⅡ)及びvsDを上回っていることが

わかる｡しかし,未処理材でもvsDを上回ること,曝露した日の曝露量は参照値と同程度以下で

あったことから,この基準値では過大評価になると考えられた｡Bla]P及びpcp,PCDD/DFsの平
均経口曝露量については,いずれも経口曝露のVSDより1-2オーダー高いレベル,つまり10ー5

-1014に相当する発痛リスクと算出された｡このBla]P,PCP及びpcDD/DFsのVSD (発癌リス
ク10~6) を基準に,室内利用 (シナリオ2)における各加圧処理廃木材の許容混入率及び許容摂取

量を算出し,表3.4.3-12に示している｡これによると,廃枕木の室内利用といった場面では,加

圧処理レベルでBla]Pやpcp,PCDD/DFsを含有する廃木柳 こ曝露する可能性があり,その場合,

許容摂取量は最小で0.59mg/dayということになる｡さらに,クレオソー ト中FAHsのみならずpcp
やpcDD/DFsを含有する廃枕木のように,複数の薬剤で処理された木材もあることに注意を要す

る｡このような低レベルでの摂取をも回避するためには,加圧処理レベルに相当する薬剤処理廃

木材の利用は避ける必要があろう｡また,シナリオ2と同量の木材 (0.1g/day)を摂取する可能
性のある用途においては,加圧処理廃木材の許容混入率は最小で0.59%となることがわかる｡廃

木材リサイクリングルートにおいては,用途に応じて,このような低レベルの薬剤処理木材混入

をも回避できるシステムを構築することが求められる｡殺菌処理レベルのPCP及びpcDDn)Fsの

含有については,加圧処理廃木材より3オーダー程度低いことから,今回の曝露シナリオでは問

題のないレベルと言える｡

なお,バックグラウンド曝露レベルは,参照値と同レベル以下となり,Asを除いてRⅡ)やvsD

より十分に低い値となった｡

このように,今回のシナリオにおいては,廃木材切断作業や室内利用に伴う経口や経気道での

化学物質曝露量が日常レベルを大きく上回るほか,継続的な曝露がヒト健康へのリスクを限界値

にまで高める可能性が示唆された｡今回の曝露解析では,シナリオ設定に伴う不確実性や経皮曝
露のように考慮にいれていないリスク等の課題もあるが,廃木材再使用に伴うリスクに対する制

御策の必要性は明らかになった｡今後,より解析の不確実性を減らしてし_)くとともに,その他の
リサイクリングルー トや汚染源,化学物質についても検討を行う必要がある｡

3.4.3.4.まとめ

今後大量に廃棄されると考えられる薬剤処理木材には,各種化学物質が残存していると考えら

れる｡廃木材再使用ルートにおけるそれらのヒト健康リスクを評価するため,曝露ポイントとし

て,薬剤処理廃木材 (加圧処理され 高レベルに薬剤を含む廃木材)の 1)切断作業,2)室内利用
をあげ,経気道･経口曝露ルートによるガス状･粒子状の重金属類 (cr,cu,As),PCP,PCDD/DFs

及びpAHsの曝露解析を行った｡その結果,以下の知見が得られた｡

･ 切断作業については,曝露した日のFAHs,PCP,PCDD/DFs曝露量は,それぞれ合計が 1.8

mg/day,2.4/Jg/day,300pg-TEQ/dayと一般的な曝露レベルを大幅に上回った｡その曝露形
態についてみると,FAHsはガス状物質の寄与が大きかった｡ガス状物質への曝露はマスク

等による防護が困難と考えられ,注意を要する｡

･ 室内利用については,子供が誤って鋸屑を経口摂取する曝露経路のリスクが大きくなり,室

内･屋外利用に関わらず,食べ物に接触する場所や遊具,装飾用材等への利用には注意を要

すると考えられた｡長 ･中期曝露影響について見ると,B[岬 及びpcp,PCDD/DFsの平均
経口曝露量については,10~5-10~4に相当する発癌リスクと算出された｡VSD (発癌リスク

10~6) を基準に許容摂取量を算出すると,最小で0.59mg/dayということになる｡このよう
な低レベルでの摂取をも回避するためには,加圧処理レベルに相当する薬剤処理廃木材の再

使用は避ける必要があろう｡

･ 以上のことから,廃木材切断作業や室内利用に伴う経気道及び経口での化学物質曝露量は日

常レベルを大きく上回り,継続的な曝露がヒト健康へのリスクを発癌リスク10~4にまで高め

る可能性が示唆された｡
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Table3.4310EXposurelevelsoftheeXposedday
Scellario Sccna0-1

Typeofwood U71treatCd UntTCatCd Normalintake(28-30)

Exposureroutc lnhalation Ⅰ7)haⅠatioJ1lngeion h stioJl
Typeofcompounds Gas Parlcle FoodJldwatcr

Cr 4,700. 68. 110,000. 1,50 70,0 ND-1,700,000'cncg3a,' 慧 1,900. 43. 43,000. 95 500,000-2,200,0002,loo. 18. 46,000. 400 00-170,000
EStimatedmaxvalue(18)

Tnhalation l Foodandwatcr

Naphtalenc 420,000. 17. 0.5 80,000. 370. ll. 200. 2,000.

Acer)aphthylcnc 7,100. 1.6 0.1 1,300. 36. 2.3

Acenaphthenc 480,000. 5.9 0.42 9,100. 130. 9.3

Fluoremt∋ 160,000. 72. 3.1 30,QOO. 1,600. 69.

410,000. 350. 7.7 78,000. 7,700. 170.
AnthlaCenC 120,000. 160. 2.7 23,000. 3,600. 61. 5. 5,600.

74,000. 50. 0.23 14,000. 1,100. 5.1 40. 4,300.
Pyrenc 58,000. 350. 1.6 ll,000. 7,700. 36. 40. 5,100.

pAHs Benzla]anfhraceT)e ll,000. 250. 0.03 2,200. 5,500. 0.66 30. 140.

(ng/day) Chryscne 3,600. 590. 0.14 680. 13,000. 3. 35. 900.

BcJ12:0【b】nuoranthene 4,800, 68. 0.002 9DD. 1,500. 0.045 60. 1,000.

Ben2:Dlk]fluoranthcne 6,700. 17. 0. 1,300. 380. 0. 15. 300.

Benzo【a】pyrene 0. 250. 0.0014 0. 5,500. 0.03 25. 1,600.

Zndenol1,2,3-cd]pyTene 4,400. 1.9 0. 830. 42. 0. 30. 400.

Benzok,h,i]perylcnc 0. 63. 0.0036 0. 1,400. 0.079 30. 7,600.

DibezlZla,h]anthracene 0. 68. 0. 0. 1,500. 0. 20. 100.
Total1,800,000. 2,300. 17. 330,000. 51,000. 370. 530. 29,000.

Total-BaPeq 5,600. 360. 0.047 1,100. 8,000. 1. 140. 2,000.

NormaliJltake(17)
InhalatioJll Food Water

Pep(n且/dayー 1,100. 1,300. 1 0.69 0.77 1 210. 28,000.rO.13 17. 100. l5,200. 400.

ll NorTnalintake(25)hhalatiozlF Food l soil

TotalPCDD/DFs(bg/day) 24,000. 27,0∝). 0.61 0.68 4,500. 590,000. 0.11 15. 0.07 2.3 0.01

Table3.4.3-llAverageexposurelevelsforlifetimeriskofnon-carcinogeniceffects
Scenario Scenario-1 Reference

Typeofwood Pressure-treated UⅠltreated Pressure-treated Untrealed ReferentDose(RfD)oforalexposure

Exposureroute ⅠnhaIation Inhalation Inhalation Inf!eStion Ⅰnhalation lngestion

Typeofcompounds Gas Particle Gas Particle Gas Particle Gas Particle

Cr 46. 0.66 5,300. 75. 1,500,000300CCA(ngNayhw)≡: 19. 0.42 2200. 48.20. 0.18 2,300. 20.

Naphtalene 4,100. 0.16 0.0048 4,000. 19. 0.55 20,000

Acenaphthene 4,700. 0,057 0.0041 4,600. 6.5 0.47 60,000

Fltlorene 1,500. 0.7 - 0.03 1,500. 80. 3.5 40,000

PAHs Antbracene 1,200. 1.6 0.027 1,200. 180. 3.1 300,000

(ng/day/bw)Fluoranthene 720. 0.48 - 0.0022 700, 55. 0.26 40,000

Pyrene 560. 3.4 0.016 540. 390. 1.8 30,000

Total17,000. 22. 0.16 17,000. 2,600. 18.

Total-Bafleq 55. 3.5 0.00046 53. 400. 0.052-Bafleq 55. 3.5 0.00046 53. 400. 0.052

Table3.4.3-12Averageexposurelevelsforlifetimeriskofcarcinogeniceffects

Scenario Scenario-1 Scenario-2 Reference Tolerablelevelinscenario-2

Typeofwood Pressu re-treated Untreated Untreated VirtualDailyIntake(VSD)oforaleXposureExposureroute lnbaⅠation Inhalation Inhalationlngestion Jnhalation lngestion MiXratef%ー Intaker〟dayー

pAHs Benzo【a】pyIe.7ae.(ng/day叫 ) Total-BaPeq 0. 0.69 0.0000038 0. 24. 0.00013 0.14 0.58% 0.00058

4,900. 6.4 0.046 1,400. 220. 1.6

16. 1. 0.00013 4.6 34. 0.00450.00013 4.6 34. 0.0045
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3.5.廃木材からの家畜敷料製造

3.5.1.はじめに

本節では,廃木材循環過程として,『廃木材からの家畜敷料製造』を対象に,図 3.5.1に示す通

り,一連の調査 ･研究を展開した｡
3.5.2においては,異なる8製造業者が廃木材から製造した家畜敷料について,製造実態 ･方法

等を比較し,採取した製品についで性状調査を行った｡3.5.3においては,廃木材の家畜敷料への

再利用に伴うリスク解析を実施した｡そして,3.5.4においては,バイオアッセイを用いたダイオ

キシン類のスクリーニング ･モニタリング手法を敷料試料に適用し,その有効性を確かめた｡

Fig.3.5.1廃木材を対象とした循環過程のリスク研究における本節の位置づけ≪3章5節≫

3.5.2.廃木材から製造した家畜敷料の性状調査

3.5.2.1.はじめに

廃木材チップの用途の一つとして家畜敷料への利用が行われている｡家畜敷料は畜舎内の床や

通路に直接入れられるため,家畜が直接接触する場面が生じ,食物連鎖の汚染へつながる可能性

があるが,そのような敷料に含まれる化学物質等の性状については明らかにされていない (3.2.4.4
参照)0

本調査の目的は,食物連鎖へ結びつく可能性のある循環ルートとして,家屋解体廃木材等から

製造した家畜敷料 (廃木材敷料)に焦点を当て,その性状を把握することである｡そこで,北海

道 (8製造業者)において目視 ･ヒアリング調査を行い,製造されている家畜敷料を採取し,そ

こに含有されるPCDD/DFs及びco-pcBs,ドリン類,クロルデン類,多様な無機有毒化合物 (cr,

Cu,As,B,Cd及びpb)の含有量を分析し,その性状や挙動について検討した｡

3.5.2.2.試料及び方法

3.5.2.2.1.#料

試料としては,2002年 12月から2003年 10月の間に,北海道内の8つの異なる工場 (A-H)か

ら廃木材敷料を採取したD一般的に,廃木材敷料は二段階で破砕される｡金属破片,砂のような

異物及び敷料ダストは破砕過程において除去されることが多い｡各施設の詳細,廃木材源,分別
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作業方法及びダストの取り扱いについては表3.5.2-1にまとめた｡また一般的な製造工程,敷料試

料の写真を図3.5.2-1に示した.エネルギー回収を目的とした廃木材チップ,敷料ダスト,廃コン

パネ (合板)を原料とした敷料及び新材おが粉も,各ストックヤー ドの数ヶ所からランダムに採

取し,よく混合した｡試料は約 2週間,室温 (15℃前後)常圧下において,よく換気され汚染さ

れていないドラフトチャンバー内で乾燥させた｡そして,試料は破砕機を用いて,粉砕 (<5… )

した｡

比較のために,PB製造のための廃木材チップ (3.6.2参照),pcp,PCDD/DFs,Pd sを高濃度

に含む廃枕木 (3.4.2では廃枕木A断面)及び,子供の工作用未処理スクラップ (3.4.2では未処

理材A)を用いた｡木材試料は破砕物から数gずつ採取した｡

lTabl言霊 .2f-1ECeswcnE tio7oftheps.1.:慧SfrR?mm.vT.hich1i7te,russ.anmuptlmeesn｢erg:mb禁,ic7aeldpm｡uc.S

PlanlA Demolilionfromothers Noopcrationfortreatedwood Removal Fuelchips
Crate Magneticseleclor Litter

PlantⅠiDemolition(self) udgelreatedwoodbyappearance Removal Litter
Demolitionfromothers Magneticselector

PlantC DemolitionBomothersrate udgelreatedwoodbyappearance Mixing FuelchipshipsforlitLer(PlantG)

PlantD Demolitionfromothers udgetreatedwoodbyappearance Removal utter
rate Magneticseleclor

PlantE Demolitionfromothers udgetrealedwoodbyappearance Mixing utter
rate Ma打leticselector

PlantF Demolition(self) udgetreatedwoodbyappearance Removal Litter
Demolitionfromothers Ma打leticselector

PlantG astewoodchipsfromothers ooperationfortreatedwoodMa灯leticseleclor Removal utter

PlantH Demolition(self) udgetreatedw∞dbyappearance Removal Fuelchips

廃木材家畜敷料の使用例 (寝床) 様々 な素材で製造された家畜敷料(廃木材は左上)

Fig.3.5.2-1廃木材家畜敷料試料
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3.5.2.2.2.化学分析方法

≪有機化合物の抽出≫
木材試料は,ソックスレ-抽出 (トルエン,16hrs)により粗抽出液を得た｡

≪ダイオキシン類≫
pcDD/DFs及びco-pcBsについては,JISKO3121)に準じた｡つまり,粗抽出液に内標準物質を

添加し,濃縮後,シリカゲルー44%硫酸加熱還流処理 (ヘキサン及びシリカゲルー硫酸を粗抽出液
と混合,70oC,1hr)を行った｡ヘキサン層は濃縮後,多層シリカゲルカラムクロマトグラフィ

ー (AgNO3-Silica/H2SO4-Silica/KOH-silica)によりクリーンアップを行った｡抽出液は濃縮後,
さらに活性炭シリカゲルカラムクロマトグラフィーにより分画 ;試料はヘキサンで抽出 (第一画

分は廃棄)後,25%ジクロロメタンーヘキサン (第二画分 :mono-OrthoPCBsを含む)及びトルエ
ンで抽出 (第三画分 :non-OrthoPCBs及びpcDD/Fsを含む)した｡各画分は濃縮し,検液とした｡

検液中pcDD/DFs及びco-pcBsは,HRGC (HP6890;AgilentTechnologies,PaloAlto,USA)/MS

(AutoSpecUltimaE;Micromass,Manchester,UK)を用いて内標準法により定性及び定量を行った｡

4-6,7-8CDDDFs及びpcBsのためのGCカラムはそれぞれsp-2331(Spelco,Bellfonte,USA),
DB-17(J&WScientific,Folson,USA)及びDB-5(J&WScientific,Folson,USA)を用いた｡
≪有機系殺虫剤≫

ドリン類及びクロルデン類の分析については,『外因性内分泌撹乱物質調査暫定マニュアル』 1)

に従った.つまり,粗抽出液に内標準物質 (13C12lP,P'-DDT)を添加し,アセ トンにより超音波抽
出を行った｡アセトン層は濃縮後,5%NaCl一水を加え,アセトンー水屑はヘキサン抽出を行った｡

抽出液は濃縮後,フロリジルカラムクロマトグラフィーによりクリーンアップ;20%(V/V)ジエチ
ルエーテルーヘキサンにより抽出を行った｡抽出液は濃縮後,さらにグラファイトカーボン (SEP

cartridgeCARBOGRAPH;GLSciences,Tokyo,Japan)+NH2連結カラム (Sep-PakPlusNH2;Waters,
Milford,USA)によりクリーンアップ ;15%(Vル)アセトンーヘキサンにより抽出を行い,濃縮後,
検液とした｡検液中アルドリン,ディルドリン,エンドリン,trams-クロルデン,cis-クロルデン,

trams-ノナクロル,cis-ノナクロル及び オキシクロルデンは,HRGC (HP6890)/QMS(HP5973;

AgilentTechnologies,PaloAlto,USA)を用いて同定及び定量を行った｡GCカラムはHP-5ms(Agilent

Technologies,PaloAlto,USA)を用いた｡
≪無機化合物≫

cr,cu,cd及びznは酸分解及びアルカリ溶解,As及びBは酸分解を行った｡つまり,風乾

粉砕した試料に硝酸及び硫酸 (10:1)を加え,マイクロウェーブ分解装置 (MIふ 1200MEGA;

Milestone,Monroe,USA)により酸分解した｡分解物は乾燥するまで濃縮し,硝酸及び過塩素酸
(15:1)に溶解した｡cr,cu,cd及びznについては,分解物をろ過し,ろ液を超純水で定溶し,

検液とした｡残液はさらにアルカリ溶融を行った｡As及びBについては,分解物はろ過後,ろ液

を超純水で定溶し,検液とした｡検液中cr,cu,cd,Zn及びBはICP発光分析計(opTIMA3000XL;

perkinElmer,Wellesley,USA),As は水素化物発生原子吸光分析計 (HG-AAS)を用いて同定及び定
量を行った｡

3.5.2.3.結果及び考察

3.5.2.3.1.試料中化学物質濃度
敷料試料及び他の木材試料中の化学分析値を表3.5.2-2に示す｡
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Table3.5.2-2 ChemiCalconcentrationsinlitterandotherwoodsamples

Origin= 三 二] wdU-nbik PhJltA PlamtB PhntC PhTltD Plants FIAT)tF PlaJltG PIanlH Sawmiu DIYshop PBPlanL DーYshop
2002I12P 2002/12n 2003/9J25 2083βri5 2002h2n212002n2/12 2002/Iγ古 2002I12/ll 2002/12/ll 2002n2/13 2 2I13 2003/lo仲 12003Il耶 2003/10花7 2003/10花7 200y12〝 2083/9r25

PCDDs TEQ pB/g7)Li-TEQ/A 2800.39 4900.32 680.0052 4200.32 250033 7,30045 1900.015 1200.010 14000.85 4600,032 3400.031 860.0066 .20 4,60055 3.70068 22,α)0520 9,900140 N.D.0 800.0042 ll,000,tX氾17,000 2100.016 730.0060

PCDFs TEQ pg也DE-TEQ/I: 160 750 600 2700.43 1,50030 I,60023 N.D.0 N.D.0 2tX)0.0095 280 480 80 .40 2,80079 10,0m180 55,0001100 6,200170 ド.D.0 941.7 9.8.0欝 1200.92 550

PCDD/DFsTEQ pg/gtlE-TEQ/EE 290039 570032 1300.0052 6900.73 4,00064 8,90069 1900.015 1200.010 16001 4800.032 3900_031 940.tXX;6 100 7,300130 14,000240 76,0001600 16,000300 N.D.0 1701.7 12,000,00021.000 3300.94 1300.0060

PCBs p且/J= 110,000 96,000 350.080 16,000,000 110,ロoo 800,000 120,000 140.000 250,000 l50,000 ,000 120,000 57,000 130.ODD 140,000

CD-PCBs TEQ pg/AT)E-TEQ/FE 2,7000.36 3,2000.42 37,0005.6 1,200,000240 1,1003,3 8,7004.5 4,8003_6 18;T 16冨 i,7000.24 1,400､ 0_20 1,3000.19 900.26 6307.2 1,80024 3,90013D 1,9006.8 1,3000.19 4400_050 6,7000.93 4,1000.51 2,2000.30

ToLalTEQ DE-TEQ/E 0.76 0.74 5.6 240 67 73 3.6 8.6 1.1 0.27 0.23 0.19 .26 140 270 1.700 310 0.19 1.7 21.000 1.4 030

AldriT) nE/a ND<2 ND<5 ND <2 ND<5 NDく40 ND<1 ND <1 ND<8 ND<5 ND<2 ND<2 NDd ND<150 ND<10 ND<4
n血

Endrin nde ND<3 ND<3 NDく30 ND<50 ND<30 ND<10 NDd ND<2 ND<10 rn)<60 NDd ND<30 ND<100 NDく10 ND<l

trarbs-Chll}Td且rle n血 1.9 18 4.2 10 13 NDく0.5 14 21 134 ND<0.5 ND<0.5 4.9 ND<1 12 ND<0.5

rlR′且 1.2 ll 2.4 4.8 5.3 0.65 8.9 ll 84 15 ND<0.5 2.7 NDく1 6.2 ND<0.5

rlL,I 1.0 9_4 0.2D 0_40 0.80 0.53 7.3 0.70 5.7 Zq)<0.5 NDく0.5 2.3 ND<1 0.60 NDく0.5

lldz 0.34 ヨー4 1.0 1.9 lj ND<0.5 2.6 4.1 22 ND<1 ND<0.5 ND<10 ND <1 3.4 NDく0.5

mdE ND40 NDく10 ND<10 ND<20 NDく50 ND<l ND <2 ND<20 ND<30 ND<10 ND<50 ND<50 NDく5 NT)<2 ND<5

Cr u且′JZWet 5.5 38 8.5 21 <2.0 21 3_1 く2.0 く2.0 14 6.1 5.1 <2.0 <2.0 6.8 19 20 く2.0 也.0 13 <2.0 <2.0

Ctj ud JZW Cl 4.1 21 12 61 く4.0 19 12 <4.0 <4.0 6.8 7.7 <4.0 4.0 く4.0 7ー1 12 17 <4.0 <4ー0 16 く4,0 <4.0

As udRWet 0.32 6.0 1.7 2.6 0.87 8.5 6.5 1.2 1_4 6.6 15 2.9 0.3 0.37 4.3 12 5.5 1.3 <03 0.41 0.53 <0.3

B tJdJZWet 14 lB 8.8 15 ll 9.0 17 7.0 15 18 18 5.3 8.7 15 13

Cd tJEkwel <2.0 <2.0 <2.0 く2.0 く2.0 d O く2.0 <2.0 <2.0 <2.0 2.0 <乙0 <2.0 <2.0 <2.0

NDforPCDD/DFsaJldCo-PCBsNotdctccLedaltheJimltofdclcctioT);2pggforTeCDD/DFsandPeCDD/DFs,6pg/gforHxCDD/DFs,HpCDD/DFsandCO-FCBs,10pgrgfoFOCDD/DF

NDLIOrPCBs二NoldclccLedalthe]imiLofqua･lIificaIlon40pdg
TEQ●WHO-TEQ(1998)valtleSWCrCCalculatedasstlmizlglhallheiaJnOuntSOr00 ngCnCrSbelowthedclcclion]imilwere2･CrO.
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≪PCDD/DFs≫

表3.5.2-2に示す通り,廃枕木中pcDD/DFs濃度は,市販廃枕木の性状調査 (3.4.2参照)の結

果とほぼ同じ値及び分布となり,再現性が確認できた｡これは,未処理木材 (0.30pg-TEQ/g)に

比べて著しく高い値 (21,000pg-TEQ/g)を示しているが,前述の通り,クレオソートとpcpを併
用して加圧処理したため,そのPCP不純物として含まれていたと考えられる｡廃木材敷料関連読

料中pcDD/DFs濃度は0.0052-1,600pg-TEQ/gと広範囲に分布していた｡特に高濃度であった工
場Hからの試料を除くと,ほとんどは新材おが粉と同程度であったOそれらの異性体分布 (図

3.5.2-2)はpcp処理試料と類似していたが,これらのレベルは,pcp処理された木造施設からの

試料 3)と比較すると,pcp処理廃木材の流入を明確に反映するレベルとは言えなかった｡

一方,工場Hからの試料については,他の試料に比べて高濃度となり,特に敷料H2は1,600

pg-TEQ/gと,廃枕木より1オーダー低いだけのレベルとなった｡それらの異性体分布 (図3.5.2-2)
は,他の試料に比べて 08CDDの占める割合が低く,pcDFsの占める割合が高く,燃焼残液によ

る影響を示唆するものと考えられる｡今後,このような汚染パターンの廃木材の発生頻度 ･レベ

ルを調査すると同時に,汚染時期や汚染源を明らかにする必要があると考えられる｡
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≪pcBs≫

表 3.5.2-2に示す通り,敷料ダス トBlは高濃度のCo-PCBs(1,200,000pg/g,240pg-TEQ/g)を含
有していた｡敷料Bl,敷料C及び燃料チップC中co-pcBsの濃度も,比較的高い値 (それぞれ

37,000pg/g,5.6pg-TEQ/g;18,000pg/g,8.6pg-TEQ/g;4,800pg/g,3.6pg-TEQ/g)であった｡異
性体及び同族体分布 (図3.5.2-3)を見ると,総TEQに対してPCB-#77,#105,#118及び#156が,

pcBs合計に対してTeCBs,PeCBs及びHxCBsが多くを占めていることがわかる｡PCB-#77,#105

及び#118は商業用pcBsにおいて支配的な異性体であることが知られている4,5)ことから,これは,

商業用pcBsによる汚染であることを示唆している｡これらの製品は,家屋等の解体時に木材構

造物を汚染する可能性が考えられる｡例えば,蛍光灯や家電製品中の安定器,pcBsの工業混合物

を含むゴム製シーリング材や pcBsを含む塗料や添加剤,及びこれらのルートで汚染されたPCB

汚染木材が潜在的な汚染源と考えられる｡ドイツ廃木材条例では,pcBsを含む添加剤で処理され

た断熱材や防音壁に対して注意を促している｡それらの製品以外にも,チップ化工程や試料処理

の問に用いる油など,他のPCB汚染源も考えられる｡なお,その後に採取した敷料B2及び敷料

ダストB2では,敷料ダストBlに比べて2オーダー以上低下しており (それぞれ 1,100pg/g,3.3

pg-TEQ/g;8,700pg/g,4.5pg-TEQ/g),敷料Blは一時的な著しく高濃度の汚染であったと考えら
れた｡
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≪有機塩素系殺虫剤≫
表3.5.2-2に示す通り,アル ドリンやエンドリンの化学分析値は全ての試料において検出下限値

以下,もしくは測定できなかったOしかし,trams-クロルデン,cis-クロルデン,trams-ノナクロル,
cis_/ナクロル及びオキシクロルデンは検出された｡

廃コンパネ敷料Gでは全ての殺虫剤が検出下限値以下であったが,未処理おが粉1中ではtrans-
クロルデン, cis-クロルデン及びtrans-ノナクロルが検出された｡この殺虫剤汚染は,同じ家畜施

設のストックヤード内で隣接して保存していた廃木材敷料 (敷料A)が原因している可能性が考
えられる｡

敷料F中trans-クロルデン (130ng/g)は他の試料やバックグラウンド土壌中の平均レベル (10

ng/g)6)より1桁高かった.しかし,このレベルは,シロアリ駆除目的でクロルデン処理された日

本家屋の床下から採取したクロルデン塗布廃木材中レベル (12,000ng/g)7)より2桁低かった｡従
って,試料が特定の汚染源により汚染されているか否かは明確には判断できなかった｡

≪無機毒性化合物≫

表3.5.2-2に示す通り,cu,As,B,Cd及びpbについては,特に敷料ダストBlについては,

pb濃度 (110FLg/g)が他の試料に比べて 1桁以上大きく,なんらかの異物混入による汚染と考え
られた｡cr,cu,As及びBの濃度は,自治体に持ち込まれたccAやB系木材保存剤で処理され

た家屋解体柱等のレベル (3.2.3.5参照)と比べると,2桁かそれ以上低かった｡しかし,これら

のレベルは,ドイツの廃木材条例において設定された基準値と比べると無視できない｡この条例

では,木質製品の製造に用いる木材チップの基準値として,Cr,Cu,As,Cd及びpbがそれぞれ

30,20,2,2及び30FLg/gを上回らないこととされている｡これらの基準値と比べると,本研究
において示した敷料関連試料は,敷料Aについてはcr,Cu,As及びpb,敷料ダストBlについ

てはcu及びAs,教科ダストB2,敷料ダストHl,敷料H2及び敷料ダストH2についてはAsが
基準値を超過した｡

3.5.2.3.2.異なる製造工程及び有害化学物質濃度

工場Aについては,燃料用チップが主たる製品であり,敷料はチップ化工程で発生するダスト

を集めて製造する副産物である｡燃料チップAと敷料Aを比べると,全ての化学分析値において,

敷料Aの方が燃料チップAを1-20倍上回ることがわかるO同様に,敷料を主たる製品としてい

る工場Bについては,敷料ダストBl中濃度は,敷料Blより2-140倍高く,敷料B2中濃度は,

敷料B2と同程度～10倍高かった｡これは,チップ化等の処理を受けることにより,化学物質が

小さい粒子に集積する可能性を表しており,化学物質汚染を減らすために,ダスト除去が効果的

であることが示唆される｡このダストへの化学物質の集積については,渡辺ら8)が金属類につい

て,廃木材表面に付着していたほこりやハウスダスト,被砕 ･締い分け操作により微細化した塗

料等を含む表面部分に由来すると推測している｡

工場 Cでは,他とは異なる敷料原料の分別システムを適用しており,一つ一つ外見をチェック

して,未着色の廃木材 (例えばccAやクレオソート処理木材等は一般的に緑色や黒色等の着色が

ある)を未処理木材として手選別で選び出し,敷料製造用としている｡その結果,ccAを初めと

する無機化合物,PCDD/DFs及びクロルデン類の濃度は,分別された敷料Cに比べて燃料チップ

Cで高く,分別の効果を示唆している｡しかし,敷料C中co-pcB異性体は燃料チップに比べて

2.4-6倍高かった｡これは,有害化合物の混入を完全に回避するのは難しいことを示唆している｡

また,工場Hにおいては,燃焼残液による影響を示唆するPCDD/DFs異性体分布を持つ敷料試料

が確認された｡このような汚染を回避するためには,薬剤処理廃木材や家庭系有害廃棄物以外の

汚染源についても,調査を進める必要があると考えられる｡

廃コンパネでできた敷料は,今回測定対象とした化学物質については,特に問題はないと考え

られた｡ただし,合板には接着剤や添加剤として有機塩素化合物等が含まれている可能性があり,

原料選択には注意を要すると考えられる｡

異なる工場間の比較については,分別工程 (時間,費用及び労力)と敷料中化学物質濃度との

間に明確な関係は見出せなかった｡この結果は,目視での分別を中心にしている以上,敷料中化

学物質の濃度やリスクを十分に制御することは難しいことを示している｡

今回の調査の結果では,ほとんどの敷料試料に残留性有機汚染物質や無機毒性化合物が含有さ

れていることが確認された｡しかし,この汚染源は明確にはわからない｡リスク制御を念頭にお
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いて,原料汚染の制御可能性及び敷料中含有レベルとリスクレベルの関係について検討を進める

必要があると考えられた｡

3.5.3.まとめ

家屋解体廃木材等を原料とした家畜敷料(廃木材敷料)の製造実態及び性状を把握するために,

北海道内の 8製造業者を対象に,目視 ･ヒアリング調査及び試料採取を行い,PCDDn)Fs及び

co-pcBs,無機化合物 (cr,cu,As,B,Cd,Pb), ドリン類,クロルデン類の含有量を分析し

た｡その結果,以下の知見が得られた｡

･ 目視 ･ヒアリング調査より,家屋解体廃木材等を原料とした家畜敷料の製造は,調査対象

とした 8製造業者それぞれ異なる工程を持つが,基本的なフローとしては,分別,一次 ･

二次破砕,磁選からなることがわかった｡

･ 含有量分析より,廃木材敷料試料には, ドリン類を除く全対象物質の含有が確認された｡

･ 廃木材敷料試料中pcDDのFs濃度は0.0052-1,600pg-TEQ/gと広範囲に分布していた｡大
半の試料は,pcp処理木材の混入を示すレベルではなかったが,一部の高濃度の試料は,

異性体分布より,燃焼残液による影響を示唆するものと考えられた｡

･ 廃木材敷料やその関連試料中co-pcBs濃度には,1,200,000pg/g(240pg-TEQ/蛋)と高濃度
のものがあり,異性体及び同族体分布より商業用 pcBsによる汚染であることが示唆された｡

･ 廃木材敷料試料中無機化合物濃度は,特に敷料ダス トBについては,pb濃度 (110FLg/g)
が他の試料に比べて 1桁以上大きく,なんらかの異物混入による汚染と考えられた｡ ドイ

ツの廃木材条例において設定された基準値 (cr:30FLg/g,Cu:20FLg/g,As:2pg/g,Pb:2

FEg/g)と比較すると,それを超過する試料が複数確認された｡
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MisuzuAsari,HiroshiTakatsuki,Michifumi Yamazaki,TomonoriAzuma,HidetakaTakigami,Shin-ichi
Sakai:WasteW)OdRecyclingasAnimalBeddingandDevelopmentofBio-MonitoringTboIUsingthe
cALUXAssay,EnvironmentInternational･･･2004年掲載予定

◇学会発表 (審査付き)

MisuzuAsari,HiroshiTakatsuki,HidetakaTakigami,Shin-ichiSakai:DevelopmentofBio-Momitoring
ToolinWasteWoodRecyclingUsingtheCALUXAssay,OrganohalogenCompounds,Vol.60,
pp.223-226(2003)

第 3章 5.2節の参考文献

1) JIS(JapanIndustrialStandards)KO312:.'Methodfordeterminationoftetra-through
octa-chlorodibenzo-p-dioxins,tetra-through octa-chlorodibenzofuransandcoplanar
polycblorobiphenylsinindustrialwaterandwastewater■'(1999)

2) 環境省:外因性内分泌撹乱物質暫定マニュアル,環境庁水質保全局水質管理課 (1998)
3) G.F.Fries,V.J.Feil,R.G･Zaylskie,K.M.Bialek,C.P.Rice:TreatedWoodinLivestockFacilities:

RelationshipsamongResiduesofPentacbloropbenol,Dioxins,andFuransinWoodandBeef,
EnvirontalPollutant,Ⅵ)1･116,pp･301-307(2002)

4) T.Takasuga,T･Inoue,E･Ohi:AllCongenerSpecificAn alyticalMethodforPolychlorinatedBiphenyls
(PCBs)withVariousChromatographicClean-upandHRGC/HRMS,JournalofEnvironmental
Cbemistry,＼札 5,pp･647-675(1995)

5) R.E.Alcock,P.A.Behnisch,K･C･Jones,H.Hagenmaier:Dioxin-likePCBsintheenvironment-
humanexposureandthesignificanceofsources,Chemosphere,Vo137,pp11457-1472(1998)

6) S.N.Meijer,M.Shoeib,LM･N･Jantunen,K.C.Jones,T.Hamer:Air-SoilExchangeof
OrganochlorinePesticidesinAgriculturalSoils･1･FieldMeasurementsUsingaNovelinsituSampling
Device,EnvironSciTechnol,Vol･37,pp･1292-1299(2003)

7)A.Yasuhara,T･Katami,T･Shibamoto:FormationofPCDDs,PCDFs,andCoplanarPCBsfrom
lncinerationofVariousWoodsinthePresenceofChlorides,EnvirontalScienceandTechnology,Vol･37,
pp.1563-1567(2003)

8)渡辺洋一,倉田泰人,小野雄策,細見正:建設廃木材破砕施設における有害金属等の収支,磨

棄物学会論文誌,Ⅶ1.14,No.6,pp.343-352(2003)

89



3.5.3.廃木材の敷料利用におけるリスク解析

3.5.3.1.はじめに

廃木材から製造した家畜敷料にはpcDD/DFsやco-pcBs,無機化合物が含まれている可能性が

あることが明らかになった (3.5.2参照)｡これらは敷料として畜舎内の寝床や通路に敷いて用い

られ,家畜が直接廃木材に接触するような場面が生じるが,原料として先述のような化学物質が

流入した場合に家畜畜産物に与える影響やそれを通じて人体に与える影響については十分に検討

されていない (3.2.4.4参照)0

本調査の目的は,廃木材の敷料利用に焦点を当て,そこにおける家畜の化学物質曝露に伴う家

畜畜産物を通じたヒト健康リスクを把握することである｡そこで,家畜が敷料を直接摂食すると

して,PCDDDFs,Co-PCBs及び無機化合物 (cr,cu,As)の曝露評価を行い,畜産物汚染及び
それを摂取する場合のヒト健康リスクについて検討した｡

3.5.3.2.曝露評価方法の概要

3.5.3.2.1.解析の枠組み及び曝露シナリオ

廃木材の家畜敷料利用においては,化学物質が流入した場合に,家畜や畜産作業従事者,そし

て消費者がその廃木材由来化学物質に曝露するようなポイントがいくつか考えられる｡今回は,

人が畜産物を通して廃木材由来化学物質に曝露するルー トとして,図3.5.3-1及び表3.5.3-1に示す

曝露シナリオを設定した｡つまり,家畜 (乳牛及び肉牛)が敷料を摂食し,それにより化学物質

の曝露を受けた畜産物 (牛乳及び牛肉)をヒトが摂取する｡曝露シナリオとして,

1)3種類の敷料中化学物質群 (PCDD/DFs,Co-PCBs,CCA)
2)数パターンの汚染レベル (バックグラウンド,平均,高レベル),.PCDD/DFsについては異

なる異性体分布を持つ2パターンの汚染源 (pcp,燃焼残液)

3)2パターンの家畜摂食敷料量
を想定し,家畜及びヒトは定常的に同じ曝露を受け続けるものとした｡なお,敷料以外の媒体 (大

気,水,土壌,飼料)については全てバックグラウンドレベルを設定し,廃木材敷料等特定の汚

染源からの影響を受けていないものとした｡

<Wastewoodlitter>

<Background>

Backgroundlevel

oral一一ト〔垂∃

oral-一一回

oral一十ト宙

oral一一一句
.TH Exposurerouteinthisstudy - Particulatematter 一一一一一一--Gaseousmatter

Fig.3.5.3-1廃木材敷料からの曝露モデル及び本研究で対象とする曝露経路
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Table3.5.3-1本研究での曝露シナリオ

シナリオ名(略称) 対象物質 廃木材の種類 敷料摂食量(飼料に対する量)汚染レベル 汚染源

BGレベル① PCDD/DFs,Co-PCBsCr,Cu,As バックグラウンドレベル なし 4%BGレベル② 0.4%

平均(pcp)① PCDD/DFs 平均レベル pcp処理木材 4%

平均(pcp)② 0.4%

平均(燃焼)① 平均レベル 燃焼残達 4%
平均(燃焼)② 0.4%

高レベル① 高レベル pcp処理木材 4%
高レベル② 0.4%

平均レベル① Co-PCBs 平均レベル pcBs製品 4%
平均レベル② 0.4%

高レベル① 高レベル 4%
高レベル② 0.4%

平均レベル① Cr,Cu,As 平均レベル ccA処理木材 4%
平均レベル② 0.4%

高レベル① 高レベル 4%

乳牛及び肉牛の当該物質曝露量を次式により算出した｡

l=QAXCA+QwXCw+QsXCs+QFXCF+QLXCL

ここで,Ⅰ:家畜の当該物質一日摂取量 (mg/day),QA:家畜の大気摂取量 (m3/day),CA:大気中

当該物質濃度 (mg/m3),Qw :家畜の水摂取量 (IJday),Cw:水中当該物質濃度 (mg/L),Qs:衣

畜の土壌摂食量 (kg/day),Cs.･土壌中当該物質濃度 (mgn(g),QF:家畜の飼料摂食量 (kg/day),

CF:飼料中当該物質濃度(mgnig),QL:家畜の敷料摂食量(kg/day),CL:敷料中当該物質濃度(mgn(g)
である｡

また,牛乳及び牛肉中当該物質濃度は,次式の生物移行係数 (BTF:biotransferfactor)を用い

て算出し,各種実測値や基準値と比較した｡なお,各媒体からの当該物質の家畜への曝露量は定

常状態とし,環境や畜産状況,家畜差 (試料摂食量,体重,代謝,種等)及び各媒体からの吸収

率の違いは無視した｡

BTF=A/i

ここで,A:牛乳 ･牛肉中当該物質濃度 (mgnig-tissue),BTF:当該物質の一日平均摂取量より組

織中の平衡定数を導く係数 (day/kg-tissue)である｡
曝露された畜産物摂取を通じたヒト健康影響については,曝露量を以下の式により算出し,各

種基準値と比較した｡

B=∑QXA

ここで,B:ヒトの一日当該物質摂食量 (mg/day/person),Q:ヒトの畜産物 (牛乳 ･牛肉)の一

日摂食量 (kg/day/person)である｡

3.5.3.2.2.曝露ファクター

曝露シナリオに基づいて,曝露ファクターを表 3.5.3-2のように設定した｡各種媒体の摂取量は

一般的な報告値を採用した｡

敷料摂食量については,鶏の場合飼料の4%量程度に当たる量であることが報告されている8)

が,その他の家畜に関する情報は得られなかった｡そこで,仮定①として,乳牛及び肉牛が鶏同

様,敷料を飼料の4%量摂食すると設定した｡また,鶏は地面の餌をついばむとすると,乳牛及

び肉牛と比べて,鶏の方が敷料の摂食比率は高い可能性が考えられる｡そこで,仮定②としてそ

の 1/10にあたる量 (飼料の0.4%量)を摂食する場合を設定した｡ただし,畜産農家へのヒアリ

ング調査では,実際には繊維不足やストレス等が原因の敷料摂食行動も見られるということであ

り,摂食量は個体差が大きく,設定値以上に摂食する可能性もあると考えられた｡
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Table3.5.312曝露ファクター

曝露ファクター 単位 乳牛 肉牛 ヒト 出典

大気摂取量 (m3/day) 140 140 ヒトと家畜の体重比より外挿

水摂取量 (Uday) 100 50 (1)

土壌摂食量 (kg/day) 0.25 0.12 肉牛:(2).乳牛:(3)

飼料摂食量 (kg-dry/day) 20 10 (4)イ7)

敷料摂食量 (か (kg-dry/day) 0.8 0.4 鶏の飼料に対する摂食割合に等しいと設定:(8)
@ (kg-dry/day) 0.08 0.04 上記の10%と設定

牛肉摂取量 (kg/day/person) 0.021 (9)

牛乳摂取量 (kg/day/person) 0.114 (9)

3.5.3.2.3.敷料中濃度 (cL)

今回対象とする敷料に含まれる化学物質 (汚染源)は,現在敷料への含有が確認されており,

また今後も含有が続くことが予想される

1) PCDD/DFsのうちTEFの設定されている 17異性体 (pcp処理木材,燃焼残液)

2) Co-PCBsのうちTEFの設定されている 12異性体 (pcBs製品)

3) Cr,Cu,As (CCA処理木材)
とし,対象化学物質で一定のレベルに均一に汚染されていると仮定した｡な秦,実際の多くの場

面では,様々な化学物質による汚染や様々な濃度,形状の廃木材が混在していると考えられる｡

敷料中濃度としては,表3.5.3-1に示したシナリオの通り,バックグラウンドレベル,平均レベ

ル及び高レベルを設定した｡また,PCDD/DFsについては,平均レベルの総 TEQは同値として,

汚染源により2パターンの異性体分布を設定した｡それらの設定値を表 3.5.3-3に示す｡

Table3.5.3-3敷料中濃度の設定値

対象物質 シナリオ名称 汚染レベル 設定濃度 設定根拠.出典

PCDD/DFs BGレベル① バックグラウンドレベル 0.0060pg-TEQ/g･家畜敷料性状調査(3,5.2)での未処理木材中濃度

BGレベル②

平均(pcp)① 平均レベル 10pg-TEQ/g ･家畜敷料性状調査(3.5.2)での敷料のオーダ一別分布で1-10pg-TEQ/gが最多だったため･典型的な異性体分布を採用(PCP:敷料 A.燃焼:敷料H2)

平均(PCP)(塾

平均(燃焼)① 平均レベル
平均(燃焼)②

高レベル(か 高レベル 21,000pg-TEQ/g ･家畜敷料性状調査(3.5.2)での全試料中最高レベル.異性体分布を採用(廃枕木)高レベル②

Co-PCBs BGレベル① バックグラウンドレベル 0.037pg-TEQ/g ･平衡計算により設定

BGレベル②

平均レベル① 平均レベル 10pg-TEQ/g ･家畜敷料性状調査(3.5.2)で敷料のほとんどが 10pg-TEQ/g以下だったため･典型的な異性体分布を採用(敷料A)
平均レベル②

高レベル① 高レベル 240pg-TEQ/g ･家畜敷料性状調査(3.5.2)での最高レベル.異性体分布を採用(敷料ダストB1)高レベル②

Cr,Cu,As BGレベル① バックグラウンドレベル CrCuAs2.Bug/g2.Oug/g2.Oug/g ･vesterinenら(10)による非汚染木材中濃度を採用

BGレベル②

平均レベル① 平均レベル CrCuAs9.5ug/g7.Ou£/g4.8ug/g ･家畜敷料性状調査(3.5.2)での敷料10試料の平均値(N.D.の場合は検出下限値の1/2)を採用平均レベル②

高レベル① 高レベル Cr:1,200ug/gCu:550ug/gAs:820ug/A ･自治体に持ち込まれた家屋解体柱等の性状調査(3.2.3.5)での最高レベルを採用(CCA処理廃木材)

これらのほとんどは,自治体に持ち込まれた家屋解体柱等の性状調査 (3.2.3.5参照)や廃木材

からの PB製造プロセスにおける木材保存剤の挙動調査 (3.6.2参照)の結果と比較した上で,衣

畜敷料性状調査 (3.5.2参照)の実測値を採用した｡しかし,co-pcBsの木材中バックグラウンド
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レベルについてはほとんどデータが得られなかったため,次のような仮定を設けて推算した｡

･ 大気中の気相と木材においてCo-PCBs濃度が平衡状態にある｡

･ 大気からの沈降については,牧草などの葉植物に関しては影響が大きいが,木材の場合,重

量当りの表面積が小さいことからこの影響は無視できる｡

･ 根からの吸収については,根のみに吸収され,材となる部分への影響は無視できる｡

木材中の有機物質濃度cwood (mol/kg-wood)は気相と木材で平衡状態にあるとき,次式により表
すことができる｡

cwood= (Cair/1000) x (Kp/RAW)

Kp=EocXy

logKoc=0･81×logKow+0.1ll)

KAW=PXM/S/R/T=H/R/T

ここで,Cair:気相中有機物質濃度 (mol/m3-air),Kp:水/木材平衡定数 (kg-woodnJwater),KAW :

大気/水分配係数 (Lair/Lwater),E｡C:水/有機炭素平衡定数 (kg-organiccarbonルーwater),y:有

機炭素含有率-0.412)(gl0rganiccarbon/g-wood),ROW :オクタノール/水分配係数

(L-1-OctanolrL-water),P:蒸気圧 (pa),M :分子量 (g/mol),S:水への溶解度 (g/m3lL),R :

気体定数=8.314 (Pa･m3/mol底),T.･温度=298 (K),H :ヘンリー定数 (pa･m3/mol)である.義

3.5.3-4に,今回使用した各物質の物性値,気相中の濃度設定値及び推算結果を示す｡推算値は家

畜敷料性状調査 (3.5.2参照)の実測値の中で最も低かったおが粉 (50pg-TEQ/kg) と同オーダー
となり,妥当な値と考えられた｡

Table3.5.3-4敷料中co-pcBsバックグラウンドレベルの設定値

蒸気圧(25℃) ヘンリー定数(15) logKow(16) Cair(17) Cwood
Pa Pa-m3/mol pg/m 3 pg/氏

33'44'-T4CB(#77) 1.45E-3 (13) 10.4 6.14 1.3 15
344ー5-T4Ct)(#81) 1.82E-3 (13) 14.5 6.14 0.15 1.2

33■44■5-P5CB(#126) 2.86E-4 (13) 8.29 6.60 N.D. 0
33T44.55'-I16CB(#169) 4.24E-5 (14) 6.60 7.06 N.D. 0
233ー44■-P5CB(#105) 6.77E-4 (13) 10.1 6.39 3.2 59
2344ー5-P5CB(#114) 1.15E-3 (13) 14.5 639 0.22 2.8
23144f5-P5CB(#118) 1.04E-3 (13) 12.7 6.46 8.8 150
2f344'5-P5CB(#123) 9.95E-4 (13) 17.6 6,46 0.59 7.1
233ー44ー5-H6CB(#156) 1.60E-4 (13) 8.97 6.84 0.38 18
233'44'5.-H6CB(#157) 1.27E-4 (13) 8.56 6.84 0.13 6.6
23ー44■55LH6CB(#167) 2.39E-4 (13) ll.1 6.92 0.17 7.7
233ー44155一一H7CB(#189) 3.30E-5 (13) 6,74 7.30 N.D. 0

E+Nは 10のN乗を表す

3.5,3.2.4.各媒体 (大気,水,土壌,飼料)中バックグラウンド濃度

各媒体中化学物質のバックグラウンドレベルを表3.5.3-5に示す｡これらは,日本における実測

値を優先的に採用し,それが入手困難な場合は,海外の実測値や国内の基準値を用いた｡

Table3.5.3-5各媒体中バックグラウンドレベルの設定値

対象物質 大気 水 土壌 飼料

PCDD/DFs 0.031pg-Ⅷ Q/m3 (18) 0.041pg-TEQ/L (19) 6.4pg-TEQ/g (23) 0.43pg-TEQ/g (23)

Co-PCBs 0.0018pg-TEQ/m3 (19) 0.0066pg-TEQ凡 (19) 0.0038pg-TEQ/g (23) 0.092pg-TEQ/g (23)

Cr 3.6ng/m 3 (20) 50ug/L (22) 50ug/g (24) 1.Oug/g
Cu 0.22ng/m3 (21) 1,000ugnJ (22) 34ug/g (24) 5.3ug/g (25)

3.5.3,2.5.生物移行係数 (BTF)

有機化学物質の畜産物中の挙動 ･分布については,定常状態モデルと動態モデルでの記述が試

みられており,前者には,飼養試験等により求められるBTFの他に,Kow との関係式で表される

生物濃縮係数 (BAF:bioaccumulationfactor)や流量比 (COR:carryoverrate)等があり,後者に
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は,3つのコンパートメント (胃腸器官,血液,脂肪蓄積)からなるフガシティーベースのモデ

ルや 6つのコンパートメントからなる PB-PKモデル等がある｡ 27)動態モデルはデータ不足で過

大 ･過小評価となる可能性が高いため,今回は,牛乳についての飼養試験値 4,28･29)が得られるBTF
を採用した｡ただし,PCB-#81については,BTFが研究されていないこと及び媒体中濃度がN.D.
であることから対象外とした｡食肉の BTFに対してはほとんど情報が得られなかった｡そこで,

BTFは脂肪量に比例すると仮定し,牛肉と牛乳の脂肪量の比を5.434)として設定した｡

重金属については,牛乳及び牛肉についての飼養試験値 30~33)を設定値とした｡

これらのBTFを表3.5.3_6に示す｡

Table3.5.316各種化学物質と畜産物間のBTFの設定値

(day/kg) 乳牛 肉牛

2,3,7,8-TeCDD 1.4E-02 (4) 7.6E-02 -

1,2,3,7,8-PeCDD 1.OE-02 (4) 5.4E-02 -

1,2,3,4,7,8-HXCDD 6.2E-03 (4) 3.3E-02 -

1,2,3,6,7,8-HXCDD 7.4E-03 (4) 4.OE-02 -

1,2,3,7,8,9-HxCDD 5.2E-03 (4) 2.8E-02 -

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD 1.4E-03 (4) 7.6E-03 -

OCDD 1.6E-04 (4) 8.6E-04 -

2,3,7,8-TeCDF 0.OE+00 (4) 0.OE+00 -

1,2,3,7,8-PeCDF 0.OE+00 (4) 0.OE+00 -

2,3,4,7,8-PeCDF 7.2E-03 (4) 3.9E-02 -

1,2,3,4,7,8-HxCDF 6,OE-03 (4) 3,2E-02 -

1,2,3,6,7,8-HXCDF 6.3E-03 (4) 3.4E-02 -

1,2,3,7,8,9-HXCDF 0.OE+00 (4) 0.OE+00 -

2,3,4,6,7,8-HXCDF 3,7E-03 (4) 2.OE-02 -

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF 1.4E-03 (4) 7.6E-03 -

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF 1.7E-03 (4) 9.2E-03 -

OCDF 1.4E-04 (4) 7.6E-04 -

3,3㌧4,4f-TeCB(#77) 5.1E-04 (28) 2.7E-03 -

3,4,4㌧5-TeCB(#81)
3,3㌧4,4一,5-PeCB(#126) 1.4E-02 (28) 7.7E-02 -

3,3㌧4,4㌧5,5T-HxCB(#169) 1.2E-02 (28) 6.7E-02 -

2,3,3-,4,4㌧PeCB(#105) 3.3E-02 (29) 1.8E-01 -

2,3,4,4㌧5-PeCB(#114) 5.1E-02 (29) 2.7E-01 -

2,3㌧4,4㌧5-PeCB(#118) 4.1E-02 (29) 2.2E-01 -

2㌧3,4,4㌧5-PeCB(#123) 9.5E-03 (29) 5.1E-02 -

2,3,37,4,4㌧5-HxCB(#156) 5.4E-02 (29) 2.9E-01 -

2,3,3㌧4,4㌧5一一HXCB(#157) 2.7E-02 (29) 1,5E-01 -

2,3㌧4,4㌧5,5一一HXCB(削67) 6.4E-02 (29) 3.5E-01 -

2,3,37,4,4.,5,5T-HpCB(#189) 3.7E-02 (29) 2.OE-01 -
Cr 3,8E-03 (30) 1.9E-03 (32)
Cu 1.3E-03 (31) 1.3E-03 (33)
As 3.OE-05 (30) 1.3E-03 (32)
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3.5.3.3.結果及び考察

3.5.3.3.1バ ックグラウンドレベルでのモデル検証

本研究で作成した曝露評価モデルを,バックグラウンドレベルでの推定結果を用いて検証する｡

ここでは,物質ごとに,家畜への全曝露量に対する各媒体による推定寄与率 (図 3.5.3-2)を既存

研究の推定値と比較し,また,畜産物中の推定濃度 (表 3.5.3-7-3.5.3-9)について既存研究の実

測値と比較した｡ただし,敷料摂食量に関する仮定①と②において結果に大差がなかったので,

ここでは仮定①の結果についてのみ考察する｡

TotalPGDDs+PCDFs(TEQ) TotaICo-PCBs(TEQ)

ccA(Cr) CCA(CU) GCA(As)

Fig.3.5.3-2バックグラウンドレベルでの家畜 (乳牛)曝露における各媒体の推定寄与率

≪pcDD/DFs≫

pcDDn)Fsの乳牛 (肉牛も同様)への全曝露量に対する各媒体による推定寄与率を図3.5.3-2に

示す｡これによると,飼料による寄与が 66%となっており,既存研究の範囲内 (60-75%)35)

となった｡また,敷料による寄与は 10%となった｡

畜産物中pcDD/DFsの推定濃度と日本の実測値を表3.5.3-7に示す｡これによると,今回の推定

値が実測値23)の範囲内に含まれており,平均実測値と同オーダーであることがわかる｡

畜産物中の推定及び実測によるPCDD/DFs異性体分布を図3.5.3-3に示す｡これによると,概し

て両者の異性体分布は類似していることがわかる｡

以上より,このモデルはバックグラウンドレベルでの推定において,PCDD/DFsの媒体別家畜

曝露量,PCDD/DFs異性体別の家畜移行量を記述し得るものであり,このモデルの使用は,極端

な過大 ･過小評価にはならないと判断した｡

Table3.5.3-7バックグラウンドレベルにおける畜産物中pcDD/DFs推定濃度

pg-TEQ/g 推定値 実測値(23)
MⅠN MAX AV

牛乳 0.038 0.00027 0.045 0,019

≪co_pcBs≫

co-pcBsの乳牛 (肉牛も同様)への全曝露量に対する各媒体による推定寄与率を図3.5.3-2に示

す｡これによると,飼料による寄与が97%と高い値になっている｡

畜産物 co-pcBsの推定濃度と日本の実測値を表3.5.3-8に示す｡これによると,今回の推定値が

実測値 23)の範囲内に含まれており,牛肉は平均実測値と同オーダーであることがわかる｡牛乳中

推定値は平均実測値より1オーダー高いが,これは今回用いた BTFが飼料から牛乳への移行係数
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であり,飼料以外による曝露が考慮されていないためと考えられる｡

畜産物中の推定及び実測による異性体分布を図3.5.3-4に示す｡これによると,概して両者の異

性体分布は類似していることがわかる｡
以上より,このモデルはバックグラウンドレベルでの推定において,Co-PCBs異性体別の家畜

移行量を記述し得るものであり,このモデルの使用は,極端な過大 ･過小評価にはならないと判

断した｡

Table3.5.3-8バックグラウンドレベルにおける家畜中coIPCBs推定濃度

pg-TEQ/g 推定値 実測値(23)
MⅠN MAX AV

牛乳 0.015 0.00032 0.017 0.0051
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Fig.3.5.313畜産物中の推定及び実測によるPCDD/DFs異性体分布
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≪ccA≫

cr,cu,Asの乳牛 (肉牛も同様)への全曝露量に対する各媒体による推定寄与率を図 3.5.3-2

に示す｡これによると,crにおいて飼料による寄与が52%と低くなっているものの,Cu及びAs

においては74%及び91%と高い値を示している｡また,土壌が飼料の次に寄与しているが,これ

は,既存研究36･37)における推定と同じ傾向を示した｡

畜産物中cr,cu,Asの推定濃度と実測値を表3.5.3-9に示す｡これによると,牛乳中のCr及び

cu,牛肉中のAsの推定濃度は実測値 38~41)と比べて少し高めの値になったが,その他は実測値の
範囲内に入っていることがわかる｡

以上より,このモデルの使用は,バックグラウンドレベルでやや高めに評価されたケースに注
意すれば,極端な過大 ･過小評価にはならないと判断した.

Table3.5.3-9バックグラウンドレベルにおける家畜中ccA推定濃度

pg-TEQ/g 推定値 実測値
MⅠN MAX 出典

牛乳 Cr 0.13 0.010 0.13 (38)Cu 0.40 0.010 0.14 (39)

As 0.0010 0.00020 0.050 (40)

牛肉 Cr 0.036 0.010 0,060 (38)Cu 0.27 0.74 1.6 (39)

3.5.3.3.2.廃木材敷料の利用に伴う曝露量評価 (畜産物中濃度)

各曝露シナリオによる畜産物中濃度を評価する｡ここでは,物質ごとに,畜産物中の推定濃度

について既存研究の実測値や基準値と比較した｡

≪PCDD/DFs≫

pcDD/DFsの牛乳及び牛肉中推定濃度を,敷料由来とそれ以外とにわけて図3.5.3-5に示す｡参

照値として,EUにおける畜産物中pcDD/DFsの基準値 (以降EU基準値)3pg-TEQ/g-fat42)を脂

肪量34)より換算した値 (牛乳 :0.llpg-TEQ/g,牛肉 :0.60pg-TEQ/g),実測濃度 23)の最大値及び
最小値を示した｡これより,高レベル①及び②において牛乳及び牛肉で EU基準値を大幅に超過

し,平均レベル (燃焼残液系)①においても牛乳で EU基準値に近い値となった｡また,実測濃

度と比較すると,牛乳では平均レベル (PCP処理木材系)(∋及び平均レベル (燃焼残液系)①に

おいて最大実測濃度を上回り,家畜の敷料摂食量が飼料の 4%量を上回る場合,廃木材の敷料利

用が畜産物中pcDD/DFsの濃度上昇に大きく寄与し得ることがわかった｡
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Fig.3.5.3-5畜産物中の推定pcDD/DFs濃度

汚染源の違いについては,pcp処理木材系と燃焼残液系を比較すると,敷料中TEQは同値 (10

pg-TEQ/g)に設定しており,家畜に対する曝露量 (TEQ)は等しいにもかかわらず,燃焼残液系
の方が畜産物中推定濃度は高いことがわかる｡これは,異性体のBTFの違いによる｡PCP処理木

材系で多くを占める1,2,3,4,6,7,8-PCDD及び1,2,3,4,6,7,8-PCDFのBTFは共に0.0014と低い値にな

っているが,燃焼残液系で多くを占める2,3,4,7,8-PCDF及び 1,2,3,4,7,8-PCDFのBTFはそれに比
べて1オーダー高く,それぞれ0.072及び0.01となっている｡
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次に,今回の推定結果より,EU基準値を超過しないための敷料中 pcDD/DFs許容濃度を算出

し,表3.5.3-10に示す｡また,家畜敷料性状調査 (3.5.2参照)の敷料関連19試料のうち,算出し

た推定許容濃度を超過する試料の割合も併記した｡なお,敷料以外の媒体中の濃度はバックグラ

ウンドレベルで変わらないものとした｡これによると,牛乳に対する許容濃度は牛肉に比べて低

く,最小で燃焼残遼系①の13pg-TEQ/gであり,この場合,敷料関連試料の21%がこれを超過す

る結果となった｡特に,今回の家畜敷料性状調査 (3.5.2参照)で高濃度のPCDD/DFs(60pg-TEQ/g
以上)を含む敷料は燃焼残液の影響を示唆する異性体分布であったことから,燃焼残液に由来す

る廃木材汚染は比較的汚染レベルが高く,かつ畜産物濃度への影響も大きい可能性が考えられ

pcp処理廃木材のみならず,このような汚染源についても検討を進めることが肝要だと考えられ
た｡

また,EU基準値を超過しないための高レベル敷料(20,000pg-TEQ/g)の許容摂食量を求めると,

牛乳では0.044g/day,牛肉では0.23g/dayとなる｡畜舎には廃電柱や廃枕木のような薬剤処理廃
木材を資材等として再使用しているところもある43)が,このような微量の摂取を避けることはで

きないと考えられ,畜産環境での再使用は回避すべきと考えられた｡

Table3.5.3-10EU基準値を超過しないための敷料中pcDD/DFs推定許容濃度

汚染源 pcp処理木材系 燃焼残蓮系

敷料摂食量 仮定① 仮定② 仮定① 仮定②

牛乳 許容濃度(pg-TEQ/g) 72 720 13 130
守 超過率* 21% 5.3% 32% 16%

牛肉 許容濃度(pg-TEQ/g) 180 1,800 32 320

*:敷料性状調査(3.5.2)の敷料関連 19試料のうち許容濃度を超過した試料の割合

≪co-pcBs≫

co-pcBsの牛乳及び牛肉中推定濃度を,敷料由来とそれ以外とにわけて図3.5.3-6に示す｡参照

値として,実測濃度 23)の最大値及び最小値を示した｡これより,平均レベル②における牛肉中推

定濃度以外は,全て最大実測濃度を上回り,廃木材の敷料利用が畜産物中co-pcBsの濃度上昇に

大きく寄与し得ることがわかった｡

aJ

o山ト
L
d

0

0

0

0

B
J
c)山
_li
d

20 2.0

I-: ::::-:_/ :,∴ - _I-:- ::こt :::--了 _:_::- / : -/:-
牛乳中Co-PCBs(TEQ) 牛肉中Co-PCB,(TEQ)

Fig.3.5.3-6畜産物中の推定 co-pcBs濃度

≪pcDD/DFs及びco-pcBs≫

ここで,敷料中pcDD/DFsとco-pcBsによる畜産物中濃度への影響を比較する｡今回の曝露シ

ナリオでは,敷料中平均レベルとしてPCDD/DFs及びco-pcBs濃度を共に10pg-TEQ/gと設定し
た｡その結果を,平均レベル(丑での牛乳中濃度について比べてみると,PCDD/DFs(PCP処理木材

系)ではO.048pg-TEQ/g,PCDD/DFs(燃焼残液系)ではO.095pg-TEQ/g,Co-PCBsでは0.34pg-TEQ/g
となり,1オーダー程度の幅ができることがわかる｡基準値設定等による対策の検討に向けては,

汚染物質のレベルのみならず,汚染物質や汚染源に由来する特性の把握が求められる｡さらに,

実際には,これらの物質により複合的に汚染されていると考えられ,これらへの包括的な対応を

検討する必要があると考えられる｡
≪ccA≫
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cr,cu,As の牛乳及び牛肉中推定濃度を図 3.5.3-7に示した｡また,参照値として,実測濃度

38~41)の最大値及び最小値を併記した｡これによると,平均レベルの敷料ではバックグラウンドレ

ベルとほとんど変わらないことがわかり,平均的な廃木材敷料による影響は小さいと考えられる｡

しかし,高レベルの敷料を用いた場合には,バックグラウンドレベル及び平均レベルの敷料より

1オーダー高い値となり,実測値範囲を大幅に超過するケースが見られる｡これより,ccAで高

レベルに処理された廃木材等の畜産環境での再使用は回避すべきだと考えられた｡
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Fig.3.5.3-7畜産物中の推定ccA濃度

3.5.3.3.3.廃木材敷料の利用に伴う曝露量評価 (ヒトへの曝露量)

各曝露シナリオにおけるヒトへの曝露量を表 3.5.3-ll-3.5.3-13に示す｡参照値として平成 13

年度の日本人の一日平均摂食量44)を併記するが,ここでの肉には今回評価していない鶏肉や卵の
摂食等による曝露量が含まれていることに注意を要する｡

pcDD/DFsについては,平均レベル (燃焼残液系)①で牛乳 ･牛肉ともに参照値を超過した｡

高レベル①及び②ではダイオキシン類のTDI(4pg-TEQ/kg/day)を2-3オーダー上回った｡
co-pcBsについては,平均レベル①で牛乳 ･牛肉ともに参照値を超過した｡高レベル(古では

co-pcBsのみでダイオキシン類のTDIを超過した｡

ccAについては,バックグラウンドと廃木材敷料において大差がなく,重金属の畜産物からの

曝露が全食品経由に占める割合は低い45)ことからも,現在の廃木材中の平均的なレベルでは,大

きな影響を与えないと考えられる｡ただし,高レベルの場合は,参照値を上回るものが見られる｡

これらの結果より,今回設定した平均的な汚染レベルの廃木材敷料の利用においては,ヒトが

畜産物を経由して摂取する一般的な量を上回る化学物質曝露量を導く可能性が示唆されたが,す

ぐさまヒトの健康影響が懸念されるレベルとは言えなかった｡今回の曝露解析では,限られた情

報やデータの中でシナリオを設定したが,今後,さらに有効なフィールド調査を検討し,また,

情報を収集 ･解析し,より不確実性を減らしてリスク解析を実施し,評価する必要があると考え

られる｡一方,高レベルに汚染された廃木材敷料については,その影響が大きく,畜産環境への
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流入は極力回避すべきと考えられた｡

Table3.5.3-11畜産物摂取によるPCDD/DFsの推定曝露量 (pg-TEQ/kg/day)

敷料汚染レベル BG 平均(pcp) 平均(燃焼) 高レベル I 日本人卜 一日平均摂取量敷料摂食量 仮定① 仮定② 仮定① 仮定(診 仮定① 仮定② 仮定① 仮定②

牛乳 0,087 0.087 0.ll 0,089 0.22 0.10 150 15 0.10(写し乳製品)

牛肉 0.043 0.043 0.054 0.044 0.ll 0.049 74 7.5 0.12 (肉一卵)

Table3.5.3-12畜産物摂取によるCo-PCBsの推定曝露量 (pg-TEQ/kg/day)

敷料汚染レベル BG 平均レベル 高レベル l 日本人l 一日平均摂取量敷料摂食量 仮定① 仮定② 仮定① 仮定② 仮定① 仮定②

牛乳 0.034 0.032 0.78 0,ll 16 1.7 0,030(乳.乳製品)

牛肉 0.017 0.016 0.39 0.053 8.2 0.83 0.10 (肉.那)

Table3.5.3-13畜産物摂取によるCCAの推定曝露量 (mgn(g/day)

敷料汚染レベル BG 平均レベル 高レベル f 日本人l 一日平均摂取量敷料摂食量 仮定① 仮定② 仮定① 仮定② 仮定① 仮定②

Cr 牛乳 0.29 0.28 0.39 0.33 8.6 1.2 -
牛肉 0.015 0.015 0.018 0,015 0,40 0.053 -

Cu 牛乳 0.92 0.91 1.2 1.2 2.5 1.3 1.4(乳.乳製品)
牛肉 0.ll 0.ll 0.ll 0.ll 0.23 0.12 0.24 (肉.卵)

As 牛乳 0.0030 0.0029 0.0033 0.0030 0.048 0.0075 0.020(乳.乳製品)

3.5.3.4.まとめ

廃木材の家畜敷料への再使用が進められているが,そこには様々な化学物質が混入する可能性

が考えられる｡そこで,家畜の敷料中化学物質曝露に伴う畜産物を通じたヒト健康リスクを評価

するため,家畜が敷料を直接摂食するとして,PCDD/DFs,Co-PCBs及び無機化合物 (cr,cu,

As)の曝露解析を行った｡その結果,以下の知見が得られた｡
･ 家畜が各種媒体 (大気,水,土壌,飼料及び敷料)の摂取を通じて化学物質に曝露するモデ

ルを,生物移行係数 (BTF:biotransferfactor)及び一般的な曝露ファクターを用いて構築し,

バックグラウンドレベルでの推算によって検証した結果,PCDD/DFs及びco-pcBsについ

ては,異性体別の家畜移行量を記述し得るものであり,このモデルの使用は,リスクの極端

な過大 ･過小評価にはならないと判断できた｡cr,cu,Asについても,一部の結果を除い

てリスク評価に資するものと考えられた｡

･ 平均的な汚染レベル (現在の情報の範囲内で設定)の廃木材敷料を用いた推定では,畜産物

中各種化学物質濃度は,他研究の最高実測値等を超過するケースが見られ,廃木材の敷料利

用が濃度上昇に大きく寄与し得ることがわかった｡例えば牛乳中PCDD/DFsは,家畜の敷

料摂食量が飼料の4%量以上の場合,推定濃度が最高実測値を上回り,また汚染源 (燃焼残

液系)によってはEUの牛乳中基準値 (3pg-TEQ/g-fat)に相当する値となった｡また,高
汚染レベルの廃木材敷料を用いた推定では,畜産物中各種化学物質濃度は,他研究の最高実

測値等を大幅に超過した｡

･ 今回の推定結果を用いて畜産物中EU基準値を超過しないための敷料中pcDD/DFs許容濃度

を算出した結果,最小許容濃度は13pg-TEQ/gとなり,この場合,家畜敷料性状調査 (3.5.2

参照)の敷料関連 19試料のうち21%が超過することがわかった｡また,同様にEU基準値

を超過しないための高レベル敷料 (20,000pg-TEQ/g)の許容摂食量を求めると,最小許容

摂取量は0.044g/dayとなった｡このような微量の摂取を避けるのは困難であり,畜産環境
への高レベル汚染廃木材の流入や再使用は極力回避すべきと考えられた｡

･ 敷料中ダイオキシン類の汚染源による畜産物中濃度への影響を比較するために,敷料中平均

レベルとしてPCDD/DFs及びco-pcBs濃度を共に10pg-TEQ/gとして推定した結果,牛乳
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中濃度は,PCDD/DFs(PCP処理木材系)ではO.048pg-TEQ/g,PCDD/DFs(燃焼残液系)

では0.095pg-TEQ/g,Co-PCBs(PCBs製品系)ではO.34pg-TEQ/gとなり,1オーダー程度
の幅ができることがわかった｡基準値設定等による対策の検討に向けては,汚染物質のレベ

ルのみならず,汚染物質や汚染源に由来する特性の把握が求められる｡さらに,実際には,

これらの物質により複合的に汚染されていると考えられ これらへの包括的な対応を検討す

る必要があると考えられた｡

･ このような畜産物を摂取する場合のヒト曝露量を推定した結果,平均的な汚染レベルの廃木

材敷料の利用においては,ヒトが畜産物を経由して摂取する一般的な量を上回る化学物質曝

露量を導く可能性が示唆されたが,すぐさまヒトの健康影響が懸念されるレベルとは言えな

かった｡今回の曝露解析では,限られた情報やデータの中でシナリオを設定したが,今後,

さらに有効なフィールド調査を検討し,また,情報を収集 ･解析し,より不確実性を減らし

てリスク解析を実施し,評価する必要があると考えられた｡
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3.5.4.廃木材循環過程におけるバイオアッセイ手法適用

3.5.4.1.はじめに

廃木材から製造した家畜敷料には,PCDD/DFsや co-pcBsが含まれていることが確認された

(3.5.2参照)｡このような木質資源へのダイオキシン類の混入に対して,化学的に安定で残留性

の高い多ハロゲン化芳香族炭化水素 (pHAHs:polyhalogenatedaromatichydrocarbons)を検出する
ための一連の前処理と組み合わせたcALUXバイオアッセイの開発について報告した(3.3.4参照)
本調査の目的は,その手法を実試料に適用し,その有効性や課題を把握することである｡そこ

で,家畜敷料性状調査 (3.5.2参照)で採取し,化学分析を行った家畜敷料を試料として,3.3.4に
おいて最適化した前処理法及び cAI〟Ⅹバイオアッセイ法をそれらの試料に適用した｡

3.5.4.2点じ料及び方法

廃木材試料としては,家畜敷料性状調査 (3.5.2参照)で入手した廃木材から製造した敷料試料
を用いた｡

cAI∬Ⅹバイオアッセイに供するための試料の前処理法及びアッセイ手法は3.3.4に従った｡つ

まり,木材試料は,ソックスレ-抽出 (トルエン,16hrs)後,DMSO/n-ヘキサン抽出を行い,抽

出物は,70oCで60分間44%硫酸シリカゲル加熱還流処理を1回行った｡検液は濃縮し,少量の
DMSOに転溶し,cALUX バイオアッセイに用いた｡

3.5.4.3.結果及び考察

敷料試料について,1回の硫酸シリカゲル加熱還流処理後に得られた画分に関するアッセイ値

(CALUX-TEQs),化学分析値 (WHO-TEQs)及びcALUX-TEQ/WHO-TEQ比を表3.5.4及び図
3.5.4にまとめている｡

アッセイ値は,N.D.～14pgCALUXITEQ/g,化学分析値は0.19-240pg-TEQ/gの範囲に値して
おり,CALUX-TEQ/WHO-TEQ比は0.058-22となった｡これらの試料に対するCALUXバイオア

ッセイのLOQは,10gの試料を用いて約1pg-TEQ/gとなるが,これは廃木材試料のTEQレベル
をモニタリングするのに十分なレベルと考えられる｡さらに,100gの廃木材試料を用いると,LOO

は0.1pg-TEQ/gのレベルにまで下げられる｡

試料中pcBs濃度が350,000pg/g以下の場合,CALUX/WHO-TEQ比は1.8-20の間となった｡
一方,試料中pcBs濃度が350,000pg/g以上の場合,アッセイ値は化学分析値に比べて過小評価と
なり,CALUX/WHO-TEQ比は0.058-0.94となった｡これは,cALUX結果がpcB濃度により影
響を受けていることを示している｡

Table3.5.4CALUX-TEQvaluesafterasinglesilicagel-44%sulfuricacidrefluxtreatment,WHO-TEQ
valuesandtheirratio

CALUX-TEQbg/g) WHO-TEQ(pgk CALUX-TEQ/TotalWHO-TEQ
PCDDn)Fs Co-PCBs Total

FllelCbipA 2.2 0.39 0.36 0.76 2.9
utterA 3.3 0.32 0.42 0.74 4.4
utter13 5.2 0.0052 5.6 5.6 0.94
utterDust】∋ 14 0.73 240 240 0.058

FuelChipC 6.5 0.015 3.6 3.6 1,8
LitterC 2.1 0.010 8.6 8.6 0.24
LitlerD ll 0.86 0.22 1.1 10
LitterB 6.0 0.032 0.24 0.27 22
LitterF 2.2 0.031 0.20 0.23 9.7
LitterG 1.2 0.0066 0.19 0.19 6.1

PlywoodLitterG N.D. 0 0.26 0.26
SawdustLitter N.D. 0 0.19 0.19

Allsampleswereanalyzed3timesinindependentexperimentswiththeCALUXbioassay;theCVofallthesetestshadameanvalueof
4.5%(2.3%-8.5%).
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Fig･3･5･4ProfilesofCALUX-TEQ(afterasinglesilicagel-44%sulphuricacidrefluxtreatment)and
WHO-TEQvaluesobtainedforlittersamples

過小評価された試料 (敷料Bl,敷料ダストBl及び敷料 C)では,co-pcBsのWHO-TEQ値が
総 wHO-TEQ値に対して支配的 (約100%)であった｡これは,この過小評価の理由の一つとし

て,これらの異性体に対するwn 0-TEFsよりCALUXバイオアッセイで測定した相対能 (REPs:

relativepotencies)が低いことに由来しているためと考えられる｡いくつかの研究において,CAI∬Ⅹ
や他のinvitroアッセイで,いくつかのPCB異性体に対するREP値が低いことが報告されている｡
1,2)

敷料B,敷料ダストB及び敷料Cにおいて,総pcBsの化学分析値はそれぞれ350,000pg/g,

16,000,000pg/g,及び800,000pg/gであった｡これは,過小評価のもう一つの理由が,co-pcBsと

共存していたpcBsに相当量含まれていたnon-planarPCBsによるアンタゴニスティック(括抗的)
な影響であることを示唆している｡同族体分布では,敷料Bl,敷料ダストBl及び敷料C(図3.5.2-3)

においてPeCBs及びHxCBsが支配的であったが,この汚染は日本の商業pcBs混合物,つまり

Kanechloト500(KC500)及びKanechlor-600(KC600)である可能性が考えられる.これらのPCBs

は,それぞれ主にpecBs及びHxCBsからなっている｡3)KC500及びKC600を用いたcALUXバ

イオアッセイにおいてはアンタゴニスティック作用が見られた｡つまり,化学分析値はそれぞれ

16,000,000pg-TEQ/g及び7,700,000pg-TEQ/g,アッセイ値は2,300,000pgCALUX-TEQ/g及び
810,000pgCALUX-TEQ/gとなり,CALUX-TEQ/WHO-TEQ比は0.14及び0.11となった｡4)このア

ンタゴニスティック作用は,nonplanar2-4orthoPCB異性体によるものと考えられる｡PHAHsと

いくつかのnonplanardi-orthoPCB異性体間のいくつかの毒性パラメーターに関するアンタゴニス
ティック作用は,特定の商業用pcB混合物と同様,過去に報告がある｡Simoneら5)は,DR-CALUX

バイオアッセイを用いて,商業用pcB混合物Aroclor1260(KC600に相当する)のplanarO-1ortho

及びnonplanar2-4ortho画分のルシフェラーゼ活性のAhR一媒介誘導について研究しており,

2-4-ortho置換pcBs及びplanar異性体間のアンタゴニスティック作用を確認している｡特定のPCBs
によるアンタゴニズムに関する理論的なメカニズムを評価するために,subら6)はいくつかのI

di-ortho一置換 pcB異性体 (PCB-#47,PCB-#52,PCB-#128,PCB#153)がAhRアゴニストと共存

した際のアンタゴニスティック活性を3種類のバイオアッセイを用いて研究している｡彼らは,

対象としたdi-ortho一置換 pcBがチトクロームP4501Alの誘導,AhRアゴニストによるIgM発現
の阻害,及びcH12.IJ(ネズミB細胞列におけるアンタゴニスト及びアゴニスト誘導AhR-DNA

結合活性に対して括抗することを報告している｡それに加えて,彼らは,PCB-#52がDREへの

TCDD⊥誘導AhR-DNA一結合を阻害することを報告している｡そして,アンタゴニスティック作用
のメカニズムを示唆している｡

nonplanarPCBsを除去するために,活性炭カラムクロマトグラフやゲル透過クロマトグラフィ
ーカラムなどのような更なる前処理方法が求められる｡しかし,当然のことながら,ステップを

追加すると,前処理方法はより煩雑になる｡
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敷料試料 D-Fについては,アッセイ値が高く予測され,CALUX-TEQ/WHOITEQ比が 10以上と

なったが,これは,汚染された廃木材の複雑な混合物に含まれる未知のダイオキシン様化合物の

存在を示唆しているCこれらには,17種 pcDDn)Fs以外のPCDD/DF,12種co-pcBs以外のPCBs,

及び混合されたpxDD/DFs,PXBs,PXNs,PXDEs(Ⅹ=Br,Cl,F)が含まれている可能性が考

えられる｡ 2)

さらに,複雑な混合物を考えると,pHAHs同様,有機及び無機の毒性汚染物質が廃木材に共存

していると考えられる｡家畜敷料性状調査 (3.5.2参照)では,ダイオキシン様化合物に加えて,

ccAを初めとする無機化合物の存在が確認される｡そのような混合物の相互作用は明確にされて

おらず,また,これまでこれらの金属について検討していなかった｡しかし,Mumtazら7)は,一

回の転写経路で遺伝子発現を変えるかもしれないことを確認し,この発見がこれらの金属の毒性

や発がん性といった生物学的メカニズムへの将来研究の方向性を示唆することを報告しているO

これはまた,有機及び無機汚染物質の両方を含む複雑な混合物の毒性学的メカニズムについての

研究の方向性を示唆するものでもある｡

開発した硫酸シリカゲル加熱還流法による前処理方法と併せた cALUXバイオアッセイの実施

は,得られたアッセイ値 (CALUX-TEQs)と化学分析値 (WHO-TEQs)との良好な一致から,有

効なスクリーニング手段となることが分かった｡しかし,pcBにはcALUXバイオアッセイに関

して過小評価を導く可能性のあるものがあり,pcBが豊富な試料においてアッセイ値

(cAl〃Ⅹ-TEQs)と化学分析値 (WHO-TEQs)がより良い一致をみるためには,さらなる研究が

必要である｡PCPモニタリングのための対象 (基準値)設定及び多様な種類の木材試料へのさら

なるCAIユJXバイオアッセイ適用研究も今後の課題である｡しかし,木質リサイクリング過程に

おけるダイオキシン様 popsの迅速で費用効率的なスクリーニング/モニタリング手法として,

実効性のあるCALUXバイオアッセイの利用が確認できた｡

3.5.4.4.まとめ

家畜敷料性状調査 (3.5.2参照)で入手した廃木材から製造した敷料試料に対して,3.3.4におい

て有効性を確認した前処理法 (ソックスレ-抽出後,DMSO/n-ヘキサン抽出を行い,抽出物は,

70oCで 60分間44%硫酸シリカゲル加熱還流処理)を適用し,cALUXバイオアッセイを行った.

その結果,以下の知見が得られた｡

･ 開発した前処理方法と併せたCALUXバイオアッセイの実施により得られたアッセイ値

(CALUX-TEQs)は,化学分析値 (WHO-TEQs)との比 (CALUX-TEQ/WHO-TEQ)が 0.058

-22と良好に一致し,有効なスクリーニング手段となることが分かった｡

･ 一方,pcBs濃度の高い試料で過小評価になる傾向がみられた｡これは,いくつかの PCB

異性体に対するREP値が低いためか,non-planarPCBsによるアンタゴニスティックな (括
抗的)影響のためと考えられるが,さらなる研究が必要である｡

◆本小節に関連する原著論文及び学会発表

◇原著論文

MisuzuAsari,HiroshiTakatsuki,MichifumiYamazaki,TomonoriAzuma,HidetakaTakigami,Shin-ichi
Sakai:WasteWoodRecyclingasAn imalBeddingandDevelopmentofBio-MonitoringToolUsingthe
CALUXAssay,EnvironmentInternational,Vol.30,No.5,pp.639-649(2004)

◇学会発表 (査読付き)
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(2003)
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3.6.廃木材からの建築部材 (パーティクルボード)製造

3.6.1.はじめに

本節では,廃木材循環過程として,『廃木材からの建築部材 (パーティクルボー ド)製造』を対

象に,図3.6.1に示す通り,一連の調査 ･研究を展開した｡

3.6.2においては,廃木材チップを原料とした pBを製造しているプラントにおいて,その製造

プロセスからの排出物や製品に含まれる対象物質の含有量や挙動について調査を行った｡そして,

3.6.3において,PB製造プロセスにおけるリスク解析及びライフサイクルインベントリ分析を行

った｡

Fig.3.6.1木質資源を対象とした循環過程のリスク研究における本節の位置づけ≪3章6節≫

3.6.2.廃木材からの建築部材 (パーティクルボード)製造プロセスにおける木材保存剤の挙動調査

3.6.2.1.はじめに

廃木材チップの用途の一つとしてPB等集成材の原料としての利用が行われている｡PB製品は,

一般的に表面コーティングされ,専門家によって加工されるため,一般消費者が直接廃木材に接

触する場面は少ないが,pB製造プロセスには,加熱 ･加圧を含め,様々なプロセスが含まれる｡

しかし,そのような製造プロセスにおける化学物質等の挙動については明らかにされていない

(3.2.4.4参照)｡

本調査の目的は,リサイクルプロセスにおいて様々な加工を受けるルー トとして,廃木材チッ

プからのPB製造に焦点を当て,その製造プロセスの実態や再生品の性状を把握することである｡

そこで,あるPB製造プラントにおいて,製造プロセスからの排出物や原料 ･製品を採取し,そ

こに含有されるPCP及びpcDD/DFs,PAHs,クロルデン類,多様な無機有毒化合物 (cr,cu,
As,B,Cd及びpb)の含有量を分析し,その性状や挙動について検討した｡

3.6.2.2.試料及び方法

3.6.2.2.1.製造プロセスの概要及びサンプリングポイント

主に廃木材 (大半が建築廃材)チップを用いたpB製造プロセスの概要及び各サンプリングポ

イントを図3.6.2-1に示した｡廃木材チップは,異物除去ラインを経て,チップ化ラインにおいて

切削後,舘い分けにより表層用チップと内層用チップに分けられ,乾燥ラインにおいて別々に乾

燥させられる｡形成ラインに投入されたチップには,まず接着剤等が添加され 表層と内層を重
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ねてボード状に成形され 熱圧が加えられる｡そうしてできたボードは,一定期間養生された後,

サンダーラインにおいて研磨され 完成品 (実際に出荷される製品には更に表面加工が施される)
となる｡

調査は第 1回 (2000年 11月)及び第2回 (2001年 9月～2002年 4月)に行い,第2回調査で

は数ポイントについて原料から製品に至る一連のプロセスに沿って2回採取を行った｡図表中で

はこれらを区別するために【1】,【2]([2-1]及び[2-2】)の番号を明示している｡

廃木材原料チップは,複数の保管ヤー ドのうち5ヶ所から約5kgずつ採取し,5試料とした｡

製造プロセスのチップやダストについては,製造ライン上から一度に約2kg採取した｡製品は表
面にコーティング等を施して出荷されることが多いが,今回はその前の製品 (semi十finished

product)を10点混合したものを試料とした｡周辺大気は24時間 (約 1,100m3),排ガスは2時間
程度 (約2m3) 採取を行った｡

OChipcleaningline OExh8uStgaS舟om
dustchamberinchip

cleaningline

ACcr葺ecch:ip ADustsi

l

nchi pcleaningline △ChipsaRercutting △Chipsa允erdrying

Olndooratmosphereof OExhaustfume免･oTnpressurized OExhaustgas鈷･omdust
formation1ine heating chamberinsanderline

IA Formationline 厄 sandcrlinC

A_ー 9 ,姦 姦 a F

勺 flFormatio 慧 Cure ■苛 uL≦●

d h esiVeaddition Pressurizedheating Sander
J d d d

lp O -¶ ■ _.A

interiorchips △su脆cesbefore △Surfacesa托er △Surfaces △Dusts △Semi触ished
pressurizedheating pressurizedheating aRercure insanderlhle products

Fig.3･6･2-1Schematicflowofparticleboard(PB)manufacturingandsamplingpoints

(○:Gaseoussamples/△:Solidsamples)

3.6.2.2.2.化学分析方法

≪pcp,ダイオキシン類,pAHs≫

チップ,ダスト及び汚泥試料中pcp,pcDDのFs及びpAHsの分析については,厚生労働省告示

第 192号に準じた｡排水試料中pcDD/DFsの分析はJISKO312に従い,PCP及びpAHsもこれに準

じた｡周辺及び建物内大気,熱圧後蒸気中pcDD/DFsの分析は 『ダイオキシン類に係る大気環境

調査マニュアル』1)に従い,PCP及びpm sもこれに準じた｡また,排ガス中pcDD/DFsの分析は

JISKO311に従い,PCP及びpAHsもこれに準じた｡つまり,汚泥には初めにエクストラクション

スパイクとして内標準物質 (13C.2-1278-TCDF,13C12-#52-TCB)を添加し,2N-HCl処理 (>20

mmoトH+/g)後ろ過し,残液についてはソックスレ-抽出 (トルエン,16hrs),ろ液については振
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とう抽出 (ジクロロメタン,3回)し,あわせて粗抽出液を得た｡他の固形試料は,エクストラ

クションスパイク添加後,ソックスレ-抽出 (トルエン,16brs)により粗抽出液を得た｡排ガス

は,等速吸引後のxAD-2樹脂にサンプリングスパイクとして内標準物質を添加し,円筒ろ紙処理

後の残液等とあわせてソックスレ-抽出 (トルエン,16hrs)を行った｡円筒ろ紙処理後のろ液や

吸引ブルーブ等の洗液,ドレイン,ジエチレングリコールのろ液は振とう抽出し,ソックスレ-

抽出液とあわせた｡大気は,捕集に用いたポリウレタンフォームにサンプリングスパイクを添加

し,ソックスレ-抽出 (アセ トン,16hrs)後 トルエン抽出 (2回)を行った｡また,ソックスレ

-抽出 (トルエン,16brs)によりろ紙付着物を抽出し,あわせて粗抽出液とした｡排水試料はエ

クストラクションスパイクを添加後ろ過し,残液はソックスレ-抽出 (トルエン,16hrs),ろ液

は振とう抽出 (ジクロロメタン,3回)し,あわせて粗抽出液を得た｡脱水 ･濃縮後,これら粗

抽出液に内標準物質 (13C6-PCP,13C12-2378-TCDD～OCDD,13C1212378-TCDF～OCDF,13C6-PAHs)
を添加し,pcp及びn旺Isについてはそのまま濃縮し,PCDD/DFsについては多層シリカゲルカラ

ムクロマトグラフィー (silica/10%AgNO3-Silica/silica/22%H2SO4-Silica/44%H2SO4-Silica/silica
/2%KOH-silica/silica)及びアルミナカラムクロマトグラフィーによりクリーンアップ後,濃縮し,

検液とした｡検液中各化学物質は,HRGC/HRMSを用いてSIM (SelectedlonMonitoring)法によ
り同定及び定量を行った｡

≪有機系殺虫剤≫

固形及び液体試料中クロルデンの分析については,『外因性内分泌撹乱物質暫定マニュアル』 2)

に従った｡周辺大気については,ロウボリュームエアサンプラ一によりろ紙及びポリウレタンフ

ォーム捕集を行った.また,排ガスについてはJISKO311に準じた.つまり,PCP,PCDD/DFs及
び nゝ Hsと同様の手順で得た粗抽出液を濃縮後,検液中へブタクロル,trams-クロルデン,cis-クロ

ルデン,trams-ノナクロル,cis-ノナクロルはGC/MSを用いてSIM法により同定及び定量を行っ
た｡

≪ばいじん≫

排ガス中ばいじん濃度の分析はJISZ8808に従った｡

≪無機化合物≫

固形試料については,cr及びcuは酸分解及びアルカリ溶解,Asは酸分解,Bはアルカリ溶解

を行った｡つまり,cr及びcuの分析については,風乾粉砕した固体試料に硝酸及び過塩素酸(15:1)

を加え,過塩素酸白煙が十分に発生するまで加熱後,放冷し,6N-HClで加熱溶解し,ろ過した｡

ろ液は超純水で定溶し,残液は灰化 (800℃,3hrs)し,フツ酸処理後,6N-HClで加熱溶解し超
純水で定溶した｡Asについては,硝酸及び硫酸 (10:1)を加え,硫酸白煙が十分に発生するまで

加熱後,放冷し,過塩素酸を加えて過塩素酸白煙処理後,放冷した｡4N-HClで軽く洗浄ろ過し,

ろ液を4N-HClで定溶し,検液とした｡Bについては,硝酸及び過塩素酸を加え,過塩素酸白煙処

理後,ろ過し,ろ液を超純水で定溶し,検液とした｡排水試料についてはJISKO102に従った｡

つまり,Cr及びcuの分析には,硫酸を加えて加熱 ･放冷後,ろ液を超純水で定溶した｡Asにつ

いては,硝酸及び硫酸 (2:1)による硫酸白煙処理,過塩素酸白煙処理後,4N-HClでろ紙等を十

分洗いこみ,ろ液を4N-HClで定溶して検液とした｡Bについては,過塩素酸白煙処理後,ろ過し,

ろ液を超純水で定潜して検液とした｡周辺大気については,ハイボリュームエアサンプラ一によ

りろ紙捕集した｡また,排ガスについてはJISKOO83に準じた｡つまり,ろ紙によって捕集した

cr,cuについては,0.5cm角に切ったろ紙に硝酸及び過塩素酸 (10:1)を加え,過塩素酸白煙処

理後ろ過し,ろ液を超純水で定溶し検液を得た｡As及びBについては,固形サンプルと同様の手

順でろ紙を処理し,検液を得た｡いずれも,検液中cr,cu,BはICP発光分析計,As は水素化

物発生-ICP発光分析計を用いて同定及び定量を行った｡

3.6.2.3.結果及び考察

固体試料中の分析結果を表3.6.2-1に,気体試料及び排水,汚泥の分析結果を表3.6.2-2に示す｡

3.6.2.3.1原料チップ中レベル

廃木材チップには,測定した全ての化学物質が含まれていた｡その含有レベル (表 3.6.2-1)を

自治体に持ち込まれた家屋解体柱等の性状調査 (3.2.3.5参貝酌 や市販廃枕木の性状調査 (3.4.2参

照)の結果及びドイツ廃木材条例 3)により設定された木材製品製造用チップ中基準値 (以降,ド

イツ基準値)と比較したのが表3.6.2-3である｡
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Table3.6.23Compaーisonofconcentrationinwastewood
鞍 よも～ +蔽J-r fiitJきざ +++ 十{;).,- 十J

撃等/:&珍十詔 - ･芦妻-,'jt+.さ描,十十,O 一 蟹 拷Ti卿 班 %:Fy/qO千 七霜 亘

+ 主琵賢≡700-15,000 230 88-3,100 640-280,000 170 3,000

稀 6.8-29 30-35,000 2.3-7.4 0.18

▲ 櫛 麦660-31,000 1,200 7,800-ll,000 410,000-510,000 320-2,700 3,700-6,300

'jtSiZ -冒 2.6-13 1.4 750-1,300 6.7-21 30-放浪 5.4-15 10 340-550 66-ll 20

Gpu. <111 <1 340820 0167 2

*Rangeofwastewoodtreatedwitheachchemicalbasewoodpreservativetestedinpreviousstudy(Seesection3.2.3.5);for
PCP,PCDD/DFs,lowlevelapplicationtopreventfungusgrowth
**RangeofcreosoteandPCPtreatedsleepertestedinpreviousstudy(Seesection3.4.2)
***Rangeofuntreatedwastewoodinpreviousstudy(Seesection3.2.315)
****Rangeofuntreatedwoodinpreviousstudy(Seesection3.4.2)
*****LimitvaluesinGermanyforwoodchipsusedinthemanufactureofderivedtimberproducts3)

廃木材チップ中pcpは,自治体に持ち込まれた未処理廃木材のレベル (3.2.3.5参照)を最大 2

オーダー程度上回り,さらに薬剤処理廃木材レベルや ドイツ基準値を上回るものがあった｡しか

し,ドイツ基準値程度でのPCPの含有は,一時的･短期的な殺菌を目的とした表面処理によるPCP

成分の残留である可能性があり,4~7)このような殺菌処理目的でのPCP利用は多くの木材に適用さ

れたと考えられることから,廃木材再利用の多くの場面で考慮する必要があるレベルと考えられ

る｡従って,製造プロセスに混入したpcpやその不純物として含まれるPCDD/DFsの挙動には注
意を要する｡

廃木材チップ中 16n吐Is総濃度の大半は,自治体に持ち込まれた家屋解体柱等の性状調査

(3.2.3.5参照)の未処理廃木材中レベルを最大 2オーダー程度上回り,廃枕木より数オーダー低

いものの薬剤処理廃木材を上回るレベルであった｡廃木材チップ中各 pAHs成分を見ると,新材

チップ等に比べてBla]Pやベンゾbfbi]ぺリレンといった比較的高分子量のPAHsが高濃度である
ことから,クレオソー ト由来のPAHsであると考えられる｡

ccA成分及びBの濃度は未処理廃木材と同程度であり,またクロルデン類は微量に検出された

のみであり,今回の調査では,混入の可能性を明確に示すレベルではなかった｡

3.6.2.3.2.製造プロセスにおける各化学物質の挙動
≪pcp≫

pB製造プロセスにおける固体試料中pcpの濃度変化を示したのが図3.6.2-2である｡それによ

ると,第 1回調査のレベルが第2回に比べて著しく高いことがわかる｡これは原料チップ中濃度,
製造条件等の変動といった理由が考えられるが,今回の結果だけで結論付けることはできないだ

ろう｡そこで,一連の製造プロセスにおいてサンプリングを行った第 2回調査の結果をもとに,
pcpの挙動を考察する｡

図3.6.2-2より,pcp濃度は,切削後チップと完成品とで同レベルであるが,その2試料間の他

試料中レベルはそれに比べてやや低レベルで推移していることがわかる｡これは,切削後チップ

と完成品以外の試料形状 ･採取部がダストや表層部であるため,直接大気に触れたり,熱や加工

を受けたりすることにより,PCPが揮散したものと考えられる｡特に,乾燥ライン煙突排ガスや

熱圧後蒸気中pcpレベルが高いことから,乾燥工程や熱圧工程における揮発のあることが推測さ

れる｡このように,製造プロセスにおいて表層部からはpcpが揮散していくと考えられるが,今

回の結果では,完成品全体としてのレベルは切削後チップと同レベルであり,製品内部のPCPは

揮散せず,原料に由来するPCPが残留すると考えられた｡なお,pcpについては,作業環境許容

濃度が500,000ng/m3Nと定められているが,乾燥ライン煙突排ガスや熱圧後蒸気でもこれを上回
ることはなかった｡
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≪pcDD/DFs≫

固体試料中 pcDD/DFsの濃度変化を図 3.6.2-3に,各プロセスからの排ガス試料中 pcDD/DFs

異性体及び同族体分布を図3.6.2-4に示す｡

まず,固体試料中pcDD/DFsの異性体及び同族体分布 (表3.6.2-1)は,どの試料も08CDDが

多くを占めていることから,このPCDD/DFsはpcp由来である可能性が高いと考えられた｡次に,
一連のプロセスにおける固体試料中pcDDのFsの濃度変化 (図3.6.2-3)を見ると,熱圧工程にお

いて増加傾向が見られ,完成品にも増加したレベルのPCDD/DFsが含有されていることがわかる｡

これは,廃木材中のPCDD/DFs前駆物質が,熱圧 (熱媒体約 180℃,熱板表面温度約 150-160℃)

によって,PCDD/DFsに変化したものと考えられる｡ 8)

次に,気体試料中濃度 (表3.6.2-2)については,第 1回調査の乾燥ライン煙突排ガス中レベル

が他のサンプリングポイントに比べて数オーダー高く,200-1,000pg-TEQ/m3Nであった｡日本で

の都市ごみ焼却排ガス中のダイオキシン類規制濃度は100-5,000pg-TEQ扉 N (新設),10,000

pg-TEQ血 3N (既設)であり,これらと比較可能なレベルであることがわかる｡その異性体及び同
族体分布 (図3.6.2-4)を見ると,内層用乾燥ライン煙突排ガスについては,08CDDが多くを占め

る分布を示しており,このPCDDDFsはpcp由来である可能性が高いと考えられる｡一方,表層

用乾燥ライン煙突排ガスについては,高塩素化のpCDFsも比較的多い分布を示している｡pCDFs

は燃焼由来生成物に多く含まれることが知られており,9,10)pcpの影響に加え,乾燥ラインからの

燃焼排ガスが流入した可能性が考えられる｡これについては,再現性を含めてさらに検討を要す
る｡

≪pAHs≫

固体試料中UsEPA指定 16種 pAHs総濃度及び2-5環の異なる環数を持つR祉Ⅰ(ナフタレン,

フェナントレン,ピレン,B[可P)濃度の変化を図3.6.2-5a～eに示す｡
固体試料中pAHs(表3.6.2-1)は,プロセス全体を通じて3-4環のフェナントレン,フルオラ

ンテン,ピレン等が多くを占めており,大きな分布の変化はない｡そのため,固体試料中16PAHs

総濃度の変化 (図3.6.2-5a)は3-4環pAHs(図3.6.2-5C,d)と同様の傾向となっている｡ダスト
や表層部試料中のこれらの挙動としては,まず切削後の貯蔵においてやや減少傾向が見られるが,

PCDD/DFs同様,熱圧工程において増加する｡その後,PCDD/DFsとは異なり,養生工程で半減

し,研摩工程において再び増加している.気体試料中pAHs濃度 (表3.6.2-2)を見ると,特に乾

燥ライン煙突排ガスや熱圧後蒸気中の濃度が高く,2-3環pAHsのみならず,周辺大気や廃木材

洗浄ライン等では非常に低レベルの含有しか見られない4環のPAHsも比較的高レベルに含有さ
れていることがわかる｡このことからも,熱を受けるプロセスにおいて木材のリグニン成分等の

分解により3-4環pAHsが多く生成し,その加熱プロセスの間やその後の貯蔵･養生プロセスで,

表層部から周辺大気へ揮散するものと考えられる.一方,固体試料中2環pAHs(図3.6.2-5b)で

は熱圧後の濃度上昇が見られなかった｡2環pAHsも熱を受けて多く生成すると考えられるが,3

-4環pAHsとは異なり加熱を受けているプロセスの間や直後に速やかに揮発するため,試料中濃
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度の増加に結びつかないものと考えられる｡しかしpcp同様これら2-4環pAHsは,完成品中レ

ベルがダストや表層部試料に比べて高く,製品中には,原料に由来する成分に加え,プロセスで

の生成物が含まれる可能性が考えられる｡5環 pm s(図3.6.215e)については,完成品も含めて
プロセスでの変動がほとんど見られず,原料に由来する成分が製品にもそのまま含有されるもの

と考えられた｡なお,ナフタレン及びBla]Pについては,作業環境許容濃度がそれぞれ50,000,000
ng/m3N,2,000ng/m3Nと定められているが,乾燥ライン煙突排ガスや熱圧後蒸気でもこれを上回
ることはなかった｡
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3.6.2.3.3.完成品中レベル
このプロセスにおいて製造された完成品中pcpは,前述の通り,原料チップ中のPCPに由来す

るものと考えられる｡このPCP濃度は1,600-2,100ng/gであり,殺菌処理レベルに相当すると考

えられる｡4-7)PCDD/DFs濃度は2.5-7.9pg-TEQ/gであり,表3.6.2-3の未処理木材より1オーダー
高いが,未処理廃木材と同レベルであった｡2-4環pm sは,製造プロセスにおいても生成が繰

り返され増加する可能性があるが,Bla]Pを含む5環pAHsは原料に由来するものがそのまま残留

すると考えられる｡完成品中波度は12,000-33,000ng/gであり,自治体に持ち込まれた家屋解体
柱等の性状調査 (3.2.3.5参照)でのクレオソート処理廃木材と同レベルであるが,未処理材中で

も6,300ng/gであることに注意が必要である｡CCA成分及びBについては,原料チップは混入を

明示するレベルではなかったが,完成品中cu濃度は34pg/gとドイツ基準値(20FLg/g)を上回り,

またBは55JJg/gと未処理材 (3.1-17/Jg/g)を上回り,完成品には原料に混入した薬剤処理木材
がある程度均質化されて含まれている可能性が考えられた｡

3.6.2.3.4.パーティクルボードへのリサイクルにおけるリスク管理

本調査においては,廃木材を利用したpB製造プロセスに,pcpやpcDDn)Fs,PAHsといった

残留性有機汚染物質を含む木材保存剤成分が流入していることが明らかになった｡また,製造プ

ロセスにおいてそれらの成分に由来する副生成物が発生する可能性も示唆された｡pB製造プロセ

スは破砕や乾燥,圧熱,研磨といったプロセスで構成され,各プロセスにおいて廃木材由来ダス

トの発生や木材保存剤成分及び副生成物の揮発が考えられることから,これらへの労働者の曝露

が懸念される｡また,国際療研究機関 (IARC:ⅠntemationalAgencyforResearchonCancer)は木材
加工施設等において発生する木質ダストを発療性がある物質に分類している｡ll)しかし,このよ

うな労働環境での曝露については,吸着性の優れたマスク等の着用により,許容レベルにまで引
き下げることが可能だと考えられる｡

製造プロセスにおけるリスク管理と同様に配慮が必要なのが,消費者の利用に係るリスク管理
としてのpB品質管理であろう｡pBは,消費者が購入後,木屑が発生したりガス状物質が揮発し

たりするような使用状況は想定しにくく,消費者への曝露が生じる場面は多くないと考えられる｡

しかし,閉鎖空間での利用が主流であることから,切断作業等が行われた場合には,木屑が発生

し,ガス状物質とともに室内を浮遊する可能性が考えられる｡廃木材を原料とした pB製品中に

は,残留性有機汚染物質が一般環境中レベルを超える濃度で含まれる可能性があることがわかっ

ており,これらの含有レベルを制御することは,品質管理の重要な側面と言えるだろう｡そのた

めの方策としては,原料選択段階において,スクリーニングやモニタリングの技術を有効に活用

することなどが考えられる｡

以上のような観点から,製造プロセスにおける労働者のリスク管理及び製品の品質管理を含め

た製造システムが構築されれば,pBへの廃木材利用は,循環型社会におけるリサイクリングルー

トとして促進すべき選択肢の一つと考えられるだろう｡

3.6.2.4.まとめ

廃木材チップからのPB製造プロセスの実態や再生品の性状を把握するために,pB製造プロセス

からの排出物や原料 ･製品を採取し,pcp,PCDD/DFs,nlHs,クロルデン類及び多様な無機有毒

化合物 (cr,cu,As,B,Cd及びpb)の含有量を分析した｡その結果,以下の知見が得られた｡

I pB原料として供給されている廃木材チップには,pcpやn牡Isが未処理廃木材を1-2オーダ

ー上回るレベルで含有されており,pcp処理木材やクレオソート処理木材が混入している可

能性が高い｡

･ pB製造プロセスにおける各化学物質の挙動として,PCPは各プロセスにおいて表層部から揮

発するものの,完成品にはチップと同レベルのPCPが残留すると考えられた｡PCDD/DFsに

ついては,pcpの不純物として含まれていたと考えられるが,熱圧工程で増加傾向が見られ

ることから,再生原料に含まれていたpcDD/DFsに加え,わずかながらpcpを前駆物質とし

て生成する可能性が示唆された｡pAHsについては,加熱工程における生成とその後の揮発を

繰り返し,最終的にはチップと同じかそれを上回るレベルの含有になることがわかった｡

･ 製品中には,未処理木材や未処理廃木材を上回るレベルのPCPやpcDD/DFs,PAHs,CCA及

び Bが検出されたが,すぐさま人体への影響等が懸念される性状とは考えられず,再現性や
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製品中性状等についてさらに検討を重ねる必要があると考えられた｡

･ 製造プロセスにおける労働者のリスク管理及び製品の品質管理を含めた製造システムが構築

されれば,pBへの廃木材利用は,循環型社会におけるリサイクリングルー トとして促進すべ

き選択肢の一つと考えられる｡

◆本小節に関連する原著論文及び学会発表

◇原著論文
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3.6.3.廃木材からの建築部材 (パーティクルボード)製造におけるリスク解析及びライフサイクル
イベントリ分析

3.6.3.1.はじめに

pB製造プロセスにおける木材保存剤成分については,レベル及び挙動がある程度明らかになり

作業者への曝露に伴うリスクの制御は可能であろうと考えられた (3.6.2参照)｡しかし,このル
ートの有効性を判断するためには,リスク制御策とリスクレベルとの関係を定量化する必要があ

る｡また,有効と判断された場合でも,リスク制御策を導入することによってそこにかかるエネ

ルギー消費量等の環境負荷,すなわち広範な環境リスクが大幅に増加し,他の代替案を上回る可

能性も考えられる｡

本調査の目的は,廃木材の循環ルートとしての PB製造に焦点を当て,そこにおけるヒト健康

リスク及びリスク制御策を同定すると同時に,廃木材利用による環境負荷低減効果を定量化し,

さらに,リスク制御策の導入による環境負荷の増減より,ヒト健康リスクと環境リスクとの関係
を検討することである｡

そこで,廃木材を原料としたpB製造プロセスを対象に,

1) 労働者曝露量解析 (リスク解析)によるヒト健康リスク及びリスク制御策の同定

2) ライフサイクルインベントリ分析による廃木材利用に伴う環境負荷低減効果の定量化
3) ヒト健康リスクに対するリスク制御策導入と環境リスクとの関係の検討

を行った｡

3.6.3.2.評価の概要
3.6.3.2.1.システム境界及び機能単位

本研究では,図3.6.3-1に示すとおり,リスク解析については,pB製造プロセス (工場屋内 ･
屋外作業)における各種化学物質曝露による労働者個人の健康影響を対象とし,ライフサイクル

インベントリ分析のシステム境界は家屋の解体からpBの焼却処分までとした｡また,図3.6.3-2
に示すプロセスを対象とした｡石炭及び軽油,C重油,接着剤などについては採掘や製油,製造

までの環境負荷は考慮に入れず,pB製造プロセス等についても,施設の建造は考慮にいれず,通
常運転 ･操業時における環境負荷としてインベントリ分析を行っている｡ライフサイクルインベ
ントリ分析の機能単位はpBlm3製造とした｡

Fig.3.6.3-1解析の対象範囲

ニ10tトラック輸送

･- .-･>4万t船輸送

Fig.3.6.3-2対象とするプロセス

3.6.3.2.2.シナリオ設定

設定した8つのシナリオを表3.6.3-1及び図3.6313に示す｡本研究では,pBの原料として家屋

の解体材を想定しており,CCA,PCP,クレオソートからなる薬剤で高レベルに薬剤処理された

廃木材 (以降,高レベル処理廃木材)と薬剤で処理されていない廃木材 (以降,未処理廃木材)

の混合廃材が原料として流入し,それを分別してPB原料とすると想定した｡木材のPCP処理に

ついては,高レベル処理以外に,一時的な防カビ･殺菌処理目的での低レベル (殺菌レベル)処
理に多用されていたと考えられ (3.2.3.5参照),2パターンの廃木材原料の流入を設定した｡分別

については,
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1) 未処理廃木材と高レベル処理廃木材とを完全に分別する未処理レベルパターン

2) ドイツレベル (ドイツ廃木材条例における木材製品製造用チップに対する基準値 ;義

3.6.3-2【6】参照)をクリアするレベルへ分別する ドイツレベルパターン

3)未分別パターン
の3パターンを設定した｡分別後,pB原料として,

1) 高レベル処理廃木材を利用するシナリオ 1,2

2) 未処理廃木材や ドイツレベルチップを利用するシナリオ 3-6

3) 混合廃材を利用するシナリオ7

4) 廃木材を利用しないシナリオ8
を想定した｡いずれも,焼却処分した廃木材分のPB製造を新材によるPB製造で補うものとする｡

これらのシナリオについては,シナリオ7が廃木材を利用した pB製造の現状に最も近いと考

えられる｡一方,シナリオ 1,2については,薬剤成分を生かす用途として考えており,またシナ

リオ3-6については,リスク制御策としての分別を組み込んだリサイクリングシステムを想定し

ている｡ただし,現段階では上記レベルに分別するための手法や技術は確立されておらず,その

ため分別プロセスに係る環境負荷を設定していないことに注意が必要である｡

Table3.6.3_1シナリオの設定

Scenario 1 2 3 4 5 6 7 8

高レベル処理廃木材利用シナ リオ 分別材利用シナリオ 未分別材利用シナリオ 廃木材未利用シナ リオ

原料中pcp 高レベル 殺菌レベル 高レベル 高レベル 殺菌 レベル 殺菌レベル 高レベル 高 レベル

分別レベル 未処理 未処理 未処理 ドイツレベル 未処理 ドイツレベル 未分別 未分別

廃木材由来 高レベル処理 未処理 ドイツレベル 未処理 ドイツレベル 混合廃材 -

r斬材差違_!重要製蔓j●ヽ●●

分別材利用シナリオ(3-6)

●●●●●●●●●●●●●●■●●●●●●4▲L_-._一一L

未分別材利用シナリオ(7)

廃木材未利用シナリオ(8)

【覇圃 一正I匝 蓮]一斗頭重司----ー-- ′●●'●=●●●●●●●●●●●●●●ヽ
lpcp流入形態2バターンl:分別方法2′くターン:1-----ー- ●●-●●--●●●●●●●●--●

Fig.3.6.3-3シナリオの概要

3.6.3.2.3.廃木材の設定

廃木材の濃度については,廃木材からのPB製造プロセスにおける木材保存剤の挙動調査 (3.6.2

参照),自治体に持ち込まれた家屋解体柱等の性状調査 (3.2.3.5参照),市販廃枕木の性状調査 (3.4.2

参照)の実測データ及び文献値 113)をもとに,表 3.6.3-2に示す通 りに設定した｡なお,参考のた

め,先述の ドイツレベルを表 3.6.3-2【6]混合廃材中濃度に併記した｡

Table3.6.3-2[1]高レベル ccA処理廃木材中の含有量 .

出所 分類 ∩ As Cr Cu(mgn'g) (mgn(g) (mgn'g)

廃木材発生動態調査 (3.2.3.5参照) ccA加圧処理廃木材 6 340-820 750-1,300 340-550



Table3.6.3-2[2]高レベルpcp処理廃木材中の含有量

レベル/分類
PCP PCDD/DFs

(mgn(g) (ng-TEQ/kg)

牧場周辺施設の木質建材(1) 高 7 1,600-8,500 27,000-310,000

市販廃枕木の性状調査 (3.4.2参照) 廃枕木A各部 3 250-280 22,000-35,000

*1:市販廃枕木の性状調査 (3.4.2参照)の廃枕木A各部 3検体の最高値を用いた｡

Table3.6.3-2[3]殺菌レベルpcp処理木材中の含有量

出所 レベル/分類 n PCP(mgn(蛋) PCDD/DFs(ng-TEQ/kg) PCPの推定処理方法

牧場周辺施設の木質建材(1) 低 12 2.5-82 -16-2,400 乾燥前木材防カビ処理

廃木材発生動態調査(3.2.3.5参照) ccA加圧処理廃木材 6 3.1 6.8 防カビ処理クレオソー ト処理廃木材 3 0.088 18-29 防カビ処理 (cpsによる)

市販廃枕木の性状調査(3.4.2参照) 廃枕木 B (表層部) 1 0.64 30 防カビ処理又は未処理

廃木材チップ (1999年採取)(2) パルプ用チップ 1 1.1 防カビ処理又は未処理
燃料用チップ 1 2 防カビ処理又は未処理

ボー ド用チップ 2 3.2-20 防カビ処理

*1:廃木材発生動態調査 (3.2.3.5参照)において自治体に持ち込まれた防カビ ･殺菌処理を施されたと思われるCCA加圧処理

廃木材混合試料の測定値を用いた｡

*2:PCDD/DFsの濃度はpCP濃度に比例するとし,表 3.6.3-2[2]の比と本表のPCP濃度設定値とから求めた｡

Table3.6.3-2[4】高レベルクレオソー ト処理廃木材中の含有量

レベル/分類
-BaPTEQ/k

廃木材発生動態調査 (3.2.3.5参照) クレオソー ト処理廃木材 (有機系) 3 7.8-ll

市販廃枕木の性状調査(3.4.2参周) 廃枕木A各部 3 410-510

*1:市販廃枕木の性状調査 (3.4.2参照)での廃枕木 Aの最高値を用いた｡

*2:PAHsのBaP換算濃度については,pAHs各成分にNisbetらの換算係数(4)をかけあわせて求めた｡

Tbble3.6 .3 -2 [5 l未 処 理 (磨 ) 木 材 中 の含 有 量

出所 分類 ∩ As Cr Cu PCP PCDDn)Fs PAHs
(mg/kg) (men(g) (mg/kg) (mgn(g) (ng-TEQ/kg) (mg/kg)

廃木材発生動態調査(3.2.3.5参照) 未処理廃木材 3 ND-6.7 6.7-21 6.6-11 0.035-0.35 2.3-7.4 0.32-2.7

市販廃枕木の性状調査 (3.4.2参照) 未処理新材 1 0.18 (32.7品663)

pB製造における調査(3.6.2参照)*1 新材チップ 1 く1 1.4 10 0.23 1.2

*1:基本的には,pB製造における調査 (3.6.2参照)での新材チップ中の濃度を用いた｡

*2:Asの濃度については,pB製造における調査 (3.6.2参照)での新材チップ中の検出下限値の 1/2の値を採用した｡

*3:Cr及びcuの濃度については表3.6.3-2ll]に示した処理材中のCCA成分の比率に等しいとし,As の設定値から算出した｡

*4:PCDD/DFsの濃度はpcp濃度に比例するとし,表 3.6.3-2【2]の比と木表の PCP濃度設定値とから求めた｡

*5:FAHsのBaP換算濃度については,FAHs各成分の比率が表3.6.3-2[4]と同じと仮定し,pAHs濃度の設定値から求めた｡
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Table3･63-2[6]混合廃材中の含有量及びドイツにおける木材製品製造用廃木材チップ中基準値
As Cr Cu Pep PCDDn)Fs PAHs

(mg/kg) (m g) (mg/kg) (m (ng-TEQ/kg) (mg/kg)

pB製造における調査(3.6.2参照) 古材チップ 5 <1-1.1 2.6-13 5.4-15 0.7-15 0.66-31

廃木材破砕チップ化施設実意調査(3) ボー ド用チップ 8 0.96 6.1 8.1 (9㌫ )

ドイツ基準値 木材製品製造用廃木材チップ 2 30 20 3

*1:基本的には,pB製造における調査 (3.6.2参照)でのPBの原料となる古材チップ5検体中の平均濃度を用いた｡

*2:As及びcrの濃度については処理材中のCCA成分の比率に等しいとし,cuの設定値から算出した｡

*3:PCDD/DFsの濃度はpcp濃度に比例するとし,表3.6.3-2【2】の比と本表のPCP波度設定値とから求めた｡

*4:PAHsのBaP換算濃度については,FAHs各成分の比率が表 3.6.3-2[4】と同じと仮定し,pAHs濃度の設定値から求めた｡

3.6.3.2.4.曝露量評価

表3.6.3-3に示す二つの職業曝露条件を設定し,

1) 屋外チップ化作業に従事する労働者

2) 屋内pB製造作業に従事する労働者
の曝露量を評価した｡曝露媒体中濃度の設定は,ガス状物質曝露については,廃木材からのPB

製造プロセスにおける木材保存剤の挙動調査 (3.6.2参照)の屋内外において採取した周辺大気中

実測濃度を用いた｡粒子状物質曝露については,大気中濃度に関係なく,浮遊している粉塵が吸

入性粉塵の許容濃度 (1mg/m3) に等しいと仮定した｡そして,浮遊している粉塵中各種化学物質
濃度は,廃木材由来pB (原料)中濃度に等しいものとした｡

なお,今回のライフサイクルインベントリ分析においては木材中濃度設定の都合上,ドイツレ

ベル材に関して,As設定値がドイツレベルを超過した濃度としているが,リスクアセスメントに

おいては超過しないレベルも設定し,前者をドイツレベル (CCA緩),後者をドイツレベル (CCA

厳)のように表記した｡また,シナリオ8はpBを全て新材で製造するという想定であるが,バ

ックグラウンド曝露として,比較のために算出した｡

Table3.6.3-3曝露条件の設定

曝露ファクター Scenario-1 Scenario-2
チップ化 (中間処理 .pB製造) pB製造 (成形)

作業 .曝露状況 短時間曝露 長時間暴露屋外労働者 大人

穏やかな作業 軽作業

空間の状況 ･屋外チップ化作業を想定･開放系 ･工場屋内作業を想定

曝露経路 ガス状物質曝露 ･作業中の呼吸によりガス状物質吸入

･大気中濃度の実測値は粒子状物質を含まないと想定

･中間処理では未測定でありpB製造 (チップ化)の値と同

じと想定

粒子状物質曝露(鋸屑吸入の想定) ･作業中の呼吸により鋸屑吸入

･大気中濃度に関係なく,浮遊している粉塵が許容濃度と想

定

･吸入したときの健康影響が多いとされる吸入性粉塵の許容

濃度 (1mg/m3)

ヒトの媒体摂取量の設定に必要 曝露時間 :ET (hr/day) 6.0 6.0

呼吸量 :Q (m3/hr) 1.5*1 1.0*1

対応呼吸量 (m3/day) 9.0 6.0

粒子状物質吸入量 (kg/day) 0.000009 0.000006

平均曝露量等の算出に必要 曝露頻度 :EF (day/yr) 250

曝露期間 :ED (yr) 20.*2

体重 :BW (kg) 70*1

平均時間 :AT(非発癌) (day) ED(year)×365(day/year)= 7,300

(発癌) (day) 70(year)×365(day/year)= 25,550

*1:日本理科年表(5)の値を用いた｡

*2:日本ダイオキシン類評価(6)のデフォルト値を用いた｡
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3.6.3.2.5.ライフサイクルインベントリ分析で対象とした環境負荷 ･インベントリ項目

今回対象とした環境負荷項目は,インプットとして石炭,ⅠがG,原油,電力,軽油,C重油,

新材の各種資源･エネルギー,アウトプットとして地球温暖化ガス (CO2,CH4),酸性化ガス (SO玉,

NO夫),重金属類 (cr,cu,As),PCP,PCDD/DFs及びUsEPA指定 16種n虹Isの各化学物質であ

る｡C02については,化石燃料等起源とバイオマス起源 (木材由来)とに分割した｡各種インベ

ントリ項目の設定においては,廃木材からのPB製造プロセスにおける木材保存剤の挙動調査

(3.6.2参照)における実測データ及び一般的なデータベースを参考にした (表 3.6.3-4)ら

表3.6.3-4｢11各資源の発熱量原''単位

資源 値 単位 出典

石炭 (設定値) 6,200 kcal/kg (7)

LNG (設定値) 5,530 kcal/L (7)

電力(設定値) 2,250 kcal/kWh (7)
原油(設定値) 9,250 kcal/L (7)

軽油 (設定値) 9,200 kcal/L (7)

表 3.6.3-4r21排 出原単位 (石炭)
排出物質 檀 単位 出典

co2(設定値) 2.2506 kg-CO2/kg-石炭 (7)

sox(設定値) 0.012028 kg-SOXn{g-石炭 (7)

表3.6.3-4｢31排出原単位 (Ⅰ∬G)

排出物質 値 単位 出典.算出方法

CO2 2.453 kg-CO2/m3-LNG . (8)

CO2 2.79 kg-CO2/kg-LNG (9)

･co2(設定値) 2.79 kg-CO2/kg-Ⅰ∬G

sox(設定値) 0 kg-SOx化g-IJNG *1

No又(設定値) 0.000904 kg-NOxn(g-LNG *1

*1:Ⅰ∬GのSOx,NOx排出原単位は東京ガスの調査(10)により,sOxは排出されず,NOxは石炭と比較して70%削減されること
から計算した｡

表3.6.3-4｢41排出原単位 (原油)

排出物質 値 単位 出典.算出方法

CO2 2.649167 kg-CO2/し原油 (ll)

CO2 2.65 kg-CO2/し原油 (9)

co2(設定値) 2,65 kg-CO2/し原油

sox(設定値) 0.00842 kg-SOX/し原油 ■1

*1:原油のSOx,NOx排出原単位は東京ガスの調査(10)により,石炭と比較して30%削減されることから計算した｡

表3.6.3-4r51CO2排出原単位 (軽油)

排出物質 億 単位 出典

CO2 3.186355 kg-CO2/kg-軽油 (7)2.6444 kg-CO2/し軽油 (ll)

2.64 kg-CO2/し軽油 (9)

co2(設定値) 2.64 kg-CO2/し軽油

sox(設定値) 0.007649114 kg-Sox/kg-軽油 (7)
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表 3.6.3-4｢61排 出 原 単 位 (電 力 )

排出物質 檀 単位 出典

CO2 0.3795 kg-CO2/kWh (7)

CO2 0.425 kg-CO2/kWh (ll)

CO2 0.357 kg-CO2/kWh (9)

co2(設定値) 0.357 kg-CO2/kWh

SOX 0.000225 kg-SOX化Wh (7)

SOX 0.00023 kg-SOX化Wh (13)

sox(設定値) 0.000225 kg-Sox/kWh

No又 0.00027 kg-NOxn(Wh (7)

No又 0.00028 kg-NOX化Wh (13)

NOX(設定値) 0.00027 kg-NOx/kWh

表 3.6.3-4｢71排出原単位 (C重油)

排出物質 倭 単位 出典

CO2 3.219437751 kg-CO2A'g-C重油 (7)

CO2 2.96 kg-CO2ルーC重油 (9)

co2(設定値) 2.96 kg-CO2/しC重油

sox(設定値) 0.010304491 kg-SOXn(g-C重油 (7)

No又(設定値) 0.002704929 kg-NOxn(g-C重油 (7)

表3.6.3-4[8]歩留まりの算出
檀 単位 出典 .算出方法

pBの完成前の厚さ 1.61 cm pB製造における調査 (3.6.2参照)での実測値

pB製品の厚さ 1.49 cm pB製造における調査 (3.6.2参照)での実測値

歩留まり (設定値) 0.925465839 (pB製品の厚さ)/(pB製品完成前の厚さ)より算出.加工途中で

表 3.6.3-4｢91PB の 密 度

値 単位 出典

pBの密度 0.787755 g/cm3 pⅠ∋製造における調査 (3.6.2参照)での実測値0.7 g/cm3 カタログ値

0.64538 g/cm3 (14)

表 3.6.3-4｢101接 着 剤 消 費 原 単 位

値 単位 出典

表3.6.3-4[11]解体工事における資源消費量 (床面積当たり)
使用資源 値 単位 出典 .算出方法

石炭 (設定値) 0.20 kg/m2 (15)*1

LNG (設定値) 0,15 kg/m2 (15)*1

*1:家屋解体工事における家屋の延床面積あたりの化石燃料消費量として報告された7事例の平均値を用いた｡

表3.6.3-4｢121家屋解体方法による比重の相違

方法 値 単位 出典

機械+手壊し解体 (設定値) 327.63 kg/m3 (16)
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表 3.6.3-4【13】輸送距離と利用手段の設定

輸送プロセス 利用手段 輸送距離(km) 出典

輸送1

解体現場から焼却施設までの輸送 10tトラック 10 (14)

チップ生産工場からpB製造工場までの輸送 10tトラック 10 (14)

廃pBの焼却施設までの輸送 10tトラック 10 (14)

輸送2

解体現場からチップ生産工場までの輸送 10tトラック 30 (14)

焼却施設から埋立処分場までの輸送 10tトラック 30 (14)

pB商品の流通 10tトラック 30 (14)

輸送3

表3.6.3-4r14110tトラ ックおよび4万 t船の燃料消費

値 単位 出典

10tトラック (設定値) 47.42285714 kg-軽油/200km (17)

表 3.6.3-4【15】輸送原単位の設定

輸送物 木材 PB 木材

輸送手段 10tトラック 10tトラック 4万t船

輸送物密度(kg/m3) 500 787.755 500

積載率(%) 90% (本研究で設定) 95% (本研究で設定)

積載量(kg) 9000 38000000

燃料比重(kgn.) 0.84(軽油) 0.89(C重油)

1m3,1km輸送あたりの燃料消費(L) 0.015682162(軽油) 0.024707403(軽油) 0.001811138(C重油)

表 3.6.3-4[16]木くず焼却処理量当たりの軽油使用量
単位 出典

表 3.6.3-4r171木材の元素組成

元素 値 単位 出典

元素組成文献の報告値 C 49.6 % (18)

S 0.1 % (18)

N 0.2 % (18)

C 47.5 % (18)

S 0 % (18)

N 0.4 % (18)

表 3.6.3-4｢18ー焼却による減量率
値 単位 出典
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表 3.6.3-4｢191埋立処分におけ るエネルギー使用量

使用資源 値 単位 出典 .設定方法

文献値 電力 0.004577 kWM(g-処分量 (20)
軽油 0.001426 lJkg-処分量 (20)

電力 0.008065 kWh/kg-処分量 (20)

軽油 0.000823 Ukg-処分量 (20)

設定値 電力 0.006321 kWh/kg-処分量 *1

*1:文献で報告された値の平均を用いた｡

表 3 .6 .3 - 4 ｢2 01埋立処分時のメタン排出原単位

値 単位 出典

0.1448 kg-CH4/kg-乾物重量 (ll)

表 3.6.3-4r21lCCA成分の排ガスへの移行率(1)

対象物質 値 単位 出典

As 50 % (21)
0.0517 % (22)

Cr 10 % (21)0.0227 % (22)

0.01 % (23)

Cu 10 % (21)0,006 % (22)

表 3.6.3-4r221CCA 成 分 の 排 ガ ス へ の 移 行 率 (2)

実験試料 燃焼温度(K) 対象物質 値 単位 出典 .詳細

AJⅠS規格(JⅠSK15541985)の2号のCCA薬剤で減圧-加圧法で処理されたスギ材 873 As 56 % (24)*ccA処理を行った後1年以上気乾した木材を8-12mm角に切 り出したものを試料とし,各燃焼温度で,空気中において燃焼させた○

Cー 19 %

Cup 22 %

1073 As 63 %Cr 19 %

Cu 33 %

1273 As 89 %Cr 17 %

Cu 50 %

BJⅠS規格(JⅠSK15541985)の3号のCCA薬剤で減圧-加圧法で処理されたスギ材 873 As 20 %

Cr 0 %

Cu 1 %

1073 As 21 %

Cr 0 %

Cll 0 %

1273 As 68 %

Cr 0 %
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表 3.6.3-4｢231CCA成分の排ガスへの移行率(3)

実験試料 実験条件 対象物質 値 単位 出典
燃焼温度(杓 空気比

廃木材(ccA系) 1173 1.5 As 2.6 % 当研究室で行った燃焼実験

Cr 0.1 %

Cll 0.8 %

As 18.3 %

Cr 1.0 %

Cu 0.6 %

木材(cu-B)系 873 7.0 As 13.6 %
Cr 2.4 %

Cu 5.5 %

表 3.63-4r24l C C A 成分の 排ガスへ の 移 行 率 設 定 値

移行率 対象物質 値 単位 設定方法

高 As 60 % *1Cr 20 % *1

Cu 25 % *1

低 As 15 % *2Cr 1.0 % *2

Cu 3.0 % *2

*1:表 3.6.3-4【21】～【23】において安全サイ ドの値を設定した｡

*2:制御条件における値を設定した｡

表 3.6.3-4｢251有機塩素系及びクレオソー ト薬剤成分の排ガスへ の移行率

実験試料 実験条件 対象物質 値 】 単位 出典
燃焼温度(K) 空気比 二次燃焼炉出口 吸着塔

廃木材(ccA系) 1173 1.5 PCDD/DFs 1.45 0.03 % 当研究室で行った燃焼実験結果

PCDDn)Fs-TEQ 6.ll 0.43 %

PCP 0.02 0 %

PAHs 9.34 5,98 %

FAHs-BaPTEQ 9.34 4.27 %

PCDD/DFs 0.29 0.03 %

PCDD/DFs-TEQ 3.81 0.02 %

PCP 0.04 0.01 %

PAHs 6.35 3.74 %

FAHs-BaPTEQ 5.63 13.97 港

設定値*1 PCDD/DFs 0.87 0.03 %

PCDD/DFs-TEQ 5 0,23 %

PCP 0.03 0.005 %

Pu s 7.8 4.9 %

FAHs-BaPTEQ 7.5 8.6 %

*1:2データの二次燃焼炉出口の平均値を用いた｡
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表 3.6.3-4r261有機塩素系及びクレオソー ト薬剤成分の焼却残液への移行率

実験試料 実験条件 対象物質 値 単位 出典
燃焼温度(K) 空気比

廃木材(ccA系) 1173 1.5 PCDDn)Fs 8.21 % 当研究室で行った燃焼実験結果

PCDDのFs-TEQ 67.2 %

Pep 0.01 %

FAHs 24.06 %

PAHs-BaPTEQ 141.91 %

PCDD/DFs 3.56 %

PCDD/DFs-TEQ 20.16 %

Pep 0 %

PAHs 21.77 %

PAHs-BaPTEQ 87.71 %

設定値*1 PCDD/DFs 5.9 %

PCDDn)Fs-TEQ 44 %

Pep 0.005 %

PALHs 23 %

PAHs-BaPTEQ 115 %

*1:2データの平均値を用いた｡

表 3.6.3-4｢271原木伐採に要する軽油消費原単位
燃料 値 単位 出典

軽油 0.004440415 し軽油/kg-木材 (25)

表 3.6.3-428ー原木の加工に要するエネルギー
消費エネルギー 加工工程 檀 単位 出典

電力*1 剥皮 0.0222 kWh/kg-木材 (26)製材 0.0611 kWh/kg-木材 (26)

人工乾燥 0.0556 kWh/kg-木材 (26)

*1:火力電力の熱効率を33%と仮定した｡

表 3.6.3-4[29]チップ化に要する消費電力原単位
消費エネルギー 偲 単位 出典

表 3.6.3-4【30]PB製造時の資源消費原単位
使用資源 値 単位 出典 .算出方法

電力 0.296333 kWh-電力/kg-PB pB製造における調査 (3.6.2参照)でのヒアリング値 (年間エネル

表 3.6.3-4r311PB製 造 時 の 二 酸 化 炭 素 排 出 量 の 比 較

排出物質 値 単位 出典 .算出方法

CO2 172 kg-CO2/t-PB p】〕製造における調査 (3.6.2参照)でのヒアリング値 (年間二酸化
炭素排出量及びpⅠ】製造量)より算出
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3.6.3.3.評価結果及び考察

3.6.3.3.1.リスク評価

表3.6.3-5に曝露量評価結果を示し,参照値として一般的摂取量または推定最高摂取量,RfD及

びvsDの定められているものに関しては,それらを右欄に示した｡いずれの物質も同様の傾向で

あり,図3.6.3-4に示した屋内作業者の曝露した日のPCP曝露量を参考に,考察する｡
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Fig.3.6.3-4屋内作業者の曝露日のPCP曝露畳

まず,ガス状物質曝露量 (Gasと表記)は,PCDD/DFsが一般的な経気道摂取量を1-2オーダ

ー上回るレベル,屋内作業のPAHsが一般的な経気道摂取量を2オーダー上回るレベルとなった｡

しかし,発癌 ･非発唐の平均曝露量はRfD及びvsDに比べると低レベルであった｡一方,粒子

状物質由来曝露量は,高レベル処理廃木材利用シナリオ (1,2)では一般的摂取量を大きく上回

っただけでなく,例えばシナリオ1でのPCP平均曝露量 (屋外 :2.8ng/day/bw一kg,屋内 :

1.8ng/day/bw一kg)は発癌性の基準値 (経口曝露のVSD:9.5ng/day/bw一kg)と同じレベルであり,
原料として薬剤処理廃木材のみを扱う場合には十分に注意を要すると考えられた｡また,未分別

材利用シナリオ (7)では,混合廃材中の化学物質濃度によっては今回の算出値より高濃度に曝露

する可能性があり,発癌 ･非発癌の基準値をも上回る可能性が考えられた｡これらより,保護マ

スク等の着用により作業中のガス状 ･粒子状物質曝露を避けると同時に,なんらかの原料選択の

必要性が示唆された｡

原料流入形態については,混合廃材がpcp殺菌処理されていた場合 (3),高レベル処理の場合

(5)に比べて曝露量が 1オーダー高くなり,リスクレベルが変動することがわかった.これより,

個々の薬剤種や用途により異なる流入動態に対して,リスクレベルと許容値の設定によりリスク

制御策を検討することが必要と考えられた｡

分別レベルの違いについては,ドイツレベルでの曝露量は,今回のような最悪の曝露シナリオ

でも各種基準値を上回ることはなく,かなり安全サイドの基準値と考えられた｡

3.6.3.3.2.ライフサイクルインベントリ分析結果のシナリオ間比較

資源･エネルギー消費量及び各種化学物質排出量をシナリオ間で比較するため,図3.6.3-5[1日 3】
に各シナリオのインベントリ分析結果を示した｡図表中ではシナリオ1-8をそれぞれ(∋～⑧で表

記している｡また,家屋解体からPB使用までのプロセスと,それ以降の廃棄プロセスとの寄与
がわかるように分けて示した｡

≪資源 ･エネルギー消費量及びco2,sox,NOx,CH4排出量≫
石炭,LNG及び原油は家屋解体時にしか使用しないと設定しており,全シナリオで等値となっ

た｡その他の結果は,概して分別材利用シナリオ (3-6)の負荷が小さく,高レベル処理廃木材

利用シナリオ (1,2)や廃木材未利用シナリオ (8)の負荷が大きくなった｡この結果を,代表的

な環境負荷指標であるCO2排出量で考察する｡

まず,いずれのシナリオにおいてもバイオマス由来 (b-CO2) の寄与が大きく,特にPB廃棄で

のb-CO2排出量が相当量であることがわかる｡これより,pBの長期利用や素材リサイクリングで

焼却を回避することによるCO2排出量低減効果が示唆されるが,自然の炭素循環システムの中で

の考察も進めることが必要だろう｡また,pB使用までのプロセスでのCO2排出量は,高レベル処
理廃木材利用シナリオ (1,2)や廃木材未利用シナリオ (8)の負荷が他のシナリオの約4倍とな

ったが,これは,新材の輸送に係るC重油消費量及び原木加工に係るC重油,電力消費量が多い
ためである｡
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以上のように,分別材利用シナリオ (3-6)及び未分別材利用シナリオ (7)では,他に比べて

全木材焼却量が少なく,また新材原料の調達に係るエネルギーも少ないため co2排出量も少なく
なった｡ここでは,分別に係る環境負荷を考慮していないため,廃木材未利用シナリオ (8)との

差が,リスク制御策を伴った廃木材利用において,分別技術に投資できる環境負荷容量と考える
こともできる｡

≪木材保存剤由来物質排出量≫

概して分別材利用シナリオ (3-6)及び未分別材利用シナリオ (7)の負荷が小さく,高レベル

処理廃木材利用シナリオ (1,2)や廃木材未利用シナリオ (8)の負荷が大きくなった｡総排出量

は,焼却する木材中薬剤成分総量及び排ガスへの移行率より算出されるが,今回の設定では排ガ

スへ移行率の焼却プロセスによる違いはない (成分種による違いは考慮)と設定したため,総排

出量の違いは木材中薬剤成分総量,すなわち新材投入による増加分に依存している｡プロセスに

よる寄与の違いを見ると,高レベル処理廃木材利用シナリオ (1,2)及び未分別材利用シナリオ

(7)では,pB廃棄プロセスが約 90%を占めていることが分かる｡これは,薬剤処理廃木材がpB
原料として利用され pB廃棄プロセスにおいて薬剤成分が排出されるためである｡一方,他のシ

ナリオでは分別した薬剤処理廃木材の焼却処分がpB製造プロセスの一部と見なされているため,

pB使用までのプロセスの寄与が大きくなっている｡

分別材利用シナリオ (3-6)については,ccAでは分別レベル,pCP及びpcDD/DFsではpcp
流入形態及び分別レベルによって,排出されるプロセスの寄与が変動していることがわかる｡一

万,16lPAHsの排出量は,クレオソー ト処理廃木材の分別は色などにより比較的簡易にできると

想定し,混入の有無の設定しかしていないため,プロセスの配分は一定となった｡

なお,本研究では,廃木材 ･pBの焼却処分時およびpB製造における歩留まり分焼却時のAs,
cr,cuの排ガス移行率をそれぞれ 60%,20%,25%として計算を行ったが,感度解析として,磨

木材･pBの焼却処分が制御条件下で行われるものと想定し,排ガス移行率をそれぞれ 15%,1.0%,

3.0%として重金属類の排出量の変化を見た｡その結果,移行率を低くした場合,高く設定した場

合と比較して全シナリオでAs,Cr,Cuの排出量がそれぞれ約75%,95%,86%減少し,制御条件

下での木材焼却処分が重金属類の排出量削減に大きく寄与することが分かった｡また,歩留まり

分焼却時の移行率は設定を変えていないため,未分別材利用シナリオ (7)における排出量が高レ

ベル処理廃木材利用シナリオ (1,2)に次いで多くなり,pB製造プラントにおいて出てきた端材

やダス ト等をボイラー燃料等に用いる場合の排ガス処理システムの重要性が示唆された｡
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3.6.3.3.3.ライフサイクルインベントリ分析結果のプロセス間比較

一連のプロセスにおけるエネルギー消費量 (図3.6.3-6)については,廃木材を用いず同量の新

材を用いたシナリオ (8)において,新材生産に係るエネルギー消費量が解体に係るそれを2.5倍

程度上回り,原料として新材を用いるよりも解体後の廃木材を用いる方が省資源のみならず省エ

ネルギーであることがわかる｡また,全シナリオでPB製造プロセスに係るエネルギーが大きい

ことがわかり,製造プロセスにおける省エネ対策の検討及び他の再利用ルー トとの比較が求めら

れる｡
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3.6.3.3.4.ライフサイクルインベントリ分析 ･リスク評価結果の比較及び今後の課題

ライフサイクルインベントリ分析の結果では,cO2排出量 (図3.6.3-5[2】)を初めとする各種環
境負荷項目は,末分別材利用シナリオ (7)が他に比べて優位に評価された｡一方,リスクアセス

メントの結果では化学物質の曝露量が高レベル処理廃木材利用シナリオ (1,2)に次いで高くな

った (図3.6.3-4)｡これは,異なるスケール及び手順で異なる種類のリスクを評価した場合に,必

ずしも同一の評価にならないことを表している｡今回の場合では,労働者の健康リスクと各種環

境負荷項目によって表される環境リスクとの間にトレードオフ関係が生じることがわかり,労働

者や消費者へのリスクを制御しつつ,環境負荷を低減できるシステムの構築に向けては,LCAや

リスク評価を組み合わせて,許容可能なシステムを検討する必要があると考えられた｡

今回の結果においては,環境負荷低減効果の観点からは廃木材を分別せずに再利用するシステ

ムが評価されたが,労働環境の観点からは, ドイツレベルまで厳しくなくとも,ある程度の原料

選択によりリスクを制御することが求められると考えられた｡そのリスク制御策としての分別技

術には,環境負荷の観点から許容できる環境負荷が設定できた｡

今後,LCA及びリスク評価の視点を組み合わせて検討を進めるためには,リスクやその制御策

に係る知見 (リスク制御技術に係る環境負荷やプロセスにおける潜在的リスク等)を得る必要が

あると考えられた｡また,今回のライフサイクルインベントリ分析はインベントリ分析にとどま

ったが,影響評価まで進め,より具体的にリスクとの比較を試みる必要があろう｡

3.6.3.4.まとめ

廃木材の循環ルー トとしての PIi製造に焦点を当て,そこにおけるヒト健康リスク及びリスク

制御策を同定すると同時に,廃木材利用による環境負荷低減効果を定量化し,さらに,ヒト健康

リスクと環境リスクとの関係を検討することを目的に,廃木材を原料とした pB製造プロセスを

対象として,1)労働者への曝露量解析 (リスク解析),2)ライフサイクルインベントリ分析を行っ
た｡その結果,以下の知見が得られた｡

･pB製造に関わる労働者への健康リスクについては,原料として薬剤処理廃木材のみを扱う場

合には十分に注意を要すると考えられた｡また,原料 (混合廃材)から薬剤処理廃木材を分

別せずに未分別材を利用する場合は,混合廃材中の化学物質濃度によっては,発癌 弓巨発癌
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の基準値をも上回る可能性が考えられ,保護マスク等の着用により作業中のガス状 ･粒子状

物質曝露を避けると同時に,なんらかの原料選択の必要性が示唆された｡その際,個々の薬

剤種や用途により異なる流入動態に対して,リスクレベルからの許容値設定により,リスク

制御策を検討することが必要だと考えられた｡

･資源 ･エネルギー消費や地球温暖化ガス排出等の各種環境負荷については,原料から薬剤処

理廃木材を一定程度分別した分別材を利用する場合や未分別材を利用する場合が,他に比べ

て全木材焼却量が少なく,また新材原料の調達に係るエネルギーも少ないため,各種環境負

荷も少なくなった｡また,廃木材を利用しない場合と,分別材を利用する場合との差より,

分別技術に投資できる環境負荷容量が算出できると考えられた｡

･木材保存剤由来物質の排出についても,上記環境負荷項目と同様の傾向となった｡さらに,

感度解析を行うことにより,制御条件下での木材焼却処分が重金属類の排出量削減に大きく

寄与することが分かった｡また,pB製造プラントにおいて出てきた端材やダスト等をボイラ

ー燃料等に用いる場合の排ガス処理システムの重要性が示唆された｡

･各種環境負荷項目のプロセス間比較より,新材生産に係るエネルギー消費量が解体に係るそ

れを2.5倍程度上回り,原料として新材を用いるよりも解体後の廃木材を用いる方が省資源の

みならず省エネルギーであることがわかった｡また,全シナリオでPB製造プロセスに係るエ

ネルギーが大きいことがわかり,そこでの省エネルギー対策が重要だと考えられた｡

･労働者の健康リスクと各種環境負荷項目によって表される環境リスクとの比較より,その間

にトレードオフ関係が生じることがわかり,労働者や消費者へのリスクを制御しつつ,環境

負荷を低減できるシステムの構築に向けては,LCAやリスク評価を組み合わせて,許容可能

なシステムを検討する必要があると考えられた｡
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3.7.おわリに

3.7.1.研究対象とした廃木材循環過程に対するリスク評価のまとめ

ここでは,廃木材の各循環過程について得られた知見をもとに,現時点でのそれらのリスクに
対する評価をまとめる｡

表 3.7に,本研究で対象とした廃木材循環過程について,リスクの評価に資する知見を整理し

た｡また,定量リスク (リスク解析結果と曝露基準値との比較)及びリスク制御可能性を基準と
してリスク評価 (判定)の方向性を検討し,最下欄に提示した｡

Table3.7廃木材の各循環過程に関する調査 ･研究結果のポイント及びリスク評価の方向性
再使用 家畜敷料製造 建築部材 (pB)製造

対象とした 薬剤処理木材の再使用(そのための切断作業/室内等での利用) 家屋解体材等の廃木材を原 廃木材を原料とした建築部材
プロセス 料とした家畜敷料の製造 (pB)の製造

フィール ド調査結果から明らかになった化学物質の流入実態 .挙動 ･クレオソー ト及び ･pcB製品による汚染の可能性 (高レベルpcBs及びco-pcBsの含有)を確認･燃焼残液による汚染の可能性 (高レベルpcDFsの含有)を確認･殺虫剤汚染の可能性 (クロルデン類の含有)を確認･ccA処理廃木材及びpb製品流入の可能性 (高レベルcr,cu,As及びpbの含有)を確認 ･pcp処理廃木材及びクレオソート処理廃木材流入の可能性

pcpで加圧処理され (殺菌レベルpcp及び

たと思われる市販廃 PCDD/DFs,高分子量pAHsの

枕木の存在 (高レベ 含有)を確認

ルpAHs,PCP及び ･製造プロセス及び製品におけ

PCDD/DFsの含有) る各物質の挙動 .性状はすぐ

を確認 さま人体影響が懸念されるレベルではないことを確認

リスク解析結果 ･切断作業における曝 ･平均的な汚染レベルの磨 ･製造 .使用過程における曝

蕗 :基準値以下 木材敷料利用に伴 う畜産 露 :基準値以下 (原料として

･室内利用等における 物を通じたヒト曝露 :基準 薬剤処理木材のみを扱う場合

と曝露基準値 子供の曝露 :基準値 値以下 等は要注意)

との比較 超過 (Bay,PCP, ･高汚染レベル廃木材敷料 ･廃木材利用による環境リス

PCDD/DFsの発痕リ 等利用に伴 う畜産物を通 ク :新材より低減 (リスク制

スク10-5-10-4) じたヒト曝露 :基準値超過 御にかかる負荷は無視)

リスクの制御可能性[判断理由] ･切断作業での曝露 : ･敷料への化学物質混入:催 ･製品への化学物質混入:低 [現時点では特に原料の品質管理を行っておらず,混入を避けるのは困難]･労働者への曝露 :高 [マスク着用等により対処可能]･消費者への曝露:比較的高 [曝露の場面は限られるが,閉鎖空間での作業等に要注意]

低 [ガス状物質の曝 [現時点では,分別にかか

露はマスクでも完全 わらず流入しており,混入

な防御は困難] を避けるのは困難]

･室内利用等における ･家畜への曝露 :低 [敷料は

子供の曝蕗 :低 [微 家畜に直接接触する場面

量の摂食を確実に避 で使用され,摂食を避ける

けるのは困難] のは困難]

リスク評価 ･回避すべき ･回避すべき ･社会負担の少ないリスク制御

･廃木材の切断作業に ･敷料への化学物質混入防 策を備えた上で,利用を促進

は,良好な換気,高 止には,廃木材の徹底分別 すべき

吸着性マスクの着 技術,原料のスクリ一二ン ･製品への化学物質混入防止に

用,作業時間の短縮 グ/モニタリングによる は,原料のスクリーニング/

等が必要 品質管理システム等が考 モニタリングによる品質管理

(判定)の ･一般消費者等が接触 え得るが,完全な制御は困 システム等が必要

方向性 する可能性のある再 難 ･労働者への曝露については,

使用品については, ･高レベル薬剤処理木材の 高吸着性マスクの着用等が必

回避策 .代替ルート 畜産環境での利用を回避 要

の検討が必要 (eX.育 する方策が必要(ex.畜産環 ･消費者への曝露については,

販廃枕木に対する規 境で用いる資材に対する 上記の品質管理システムに加
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≪廃木材の再使用≫

廃木材の再使用については,切断作業及び室内利用における化学物質曝露が,ヒト健康リスク

を考えるにあたって重要な曝露ポイントと考えられる｡

切断作業については,リスク解析により得られた曝露量は基準値を上回らず,低リスクだと考

えたが,曝露形態を見るとガス状物質による寄与が大きくなる可能性があり,このリスク制御可

能性は低いと考えた｡従って,より社会負担の少ないリスク制御策の検討が必要と判断した｡具

体的には,作業中に換気を確保したり,吸着性の高いマスクを着用したり,作業時間,すなわち

曝露時間を短くしたりする等といったリスク制御策が考えられる｡この作業は再使用目的のみな

らず,廃木材を取り扱うあらゆる場面で想定される作業であり,廃木材の廃棄行為が続く以上,

作業そのものを回避することはできず,適切なリスク制御策の検討が必須だと考えられる｡

室内利用 (子供の摂食)については,リスク解析により得られた曝露量は基準値を超過し,高

リスクだと考えた｡また,微量に廃木材を摂取することにより基準値を超過することから,この

リスク制御可能性は低いと考えた｡従って,早急に回避策や代替ルートの検討が必要と判断した｡

特に,高レベルに木材保存剤成分を含む可能性のある廃木材 (廃枕木,廃電柱,土台等)につい

ては,一般の消費者が接触し,摂取する可能性のある用途での使用は避けるべきであろう｡その

ためにはこのような廃木材の出所等について調査すると同時に,適切な規制措置等を検討し,さ

らに代替ルートとしてこれら廃木材の適切な循環 ･廃棄ルートについて研究を進める必要がある
と考えられる｡

≪廃木材からの家畜敷料製造≫

廃木材からの家畜敷料製造については,家畜 (畜産物)への化学物質曝露を通じたヒト健康リ

スクが重要な曝露ルー トである｡

定量リスクについては,平均的な汚染レベル (現在得られた情報の範囲内で設定)の廃木材敷

料を想定した場合,その利用に伴う曝露を受けた畜産物を通じたヒト曝盛量は基準値を上回らず,

低リスクだと考えた｡一方,高汚染レベル廃木材敷料を想定した場合,同様のヒト曝露量は基準

値を超過し,高リスクだと考えた｡

リスク制御のポイントとしては,廃木材敷料への化学物質の混入及び家畜の敷料摂食が考えら
れる｡家畜の敷料摂食については,敷料は家畜に直接接触する寝床や餌場,通路等で利用される

ことから,制御するのは困難と考えられ このリスク制御可能性は低いと考えた｡また,高レベ

ル廃木材敷料については,家畜が極微量に摂取することによりそれを摂取するヒト健康リスクに

関する基準値を超過することから,特にこのリスク制御可能性は低いと考えた｡

従って,もう一方のリスク制御ポイントである廃木材敷料への化学物質混入を制御できるか否

かが,このルートのリスク制御可能性を左右すると考えられる｡これについては,まず原料供給

のできるだけ上流からの対策が肝要と考えられる｡本研究の調査において,汚染源が不明な高レ

ベルの汚染試料が見られたことからも,まず廃木材発生現場からの徹底した原料分別により,汚

染源を明らかにし,それを分離する技術を確立することが求められる｡それを補完する形で,原

料選択段階におけるスクリーニングやモニタリング技術の有効活用等が考えられる｡しかし,覗

時点では,各種分別プロセスの導入に関わらず,有意なレベルで化学物質の流入が確認されてお

り,廃木材敷料への化学物質の混入を確実に一定レベル以下に制御するのは困難であると判断し
た｡

従って,廃木材からの家畜敷料製造については,早急に高レベル薬剤処理木材の畜産環境での

利用を回避する方策が必要と判断した｡廃木材等の畜産環境での使用に対して注意を促すと同時

に,なんらかの規制措置等を検討する必要があると考えられた｡

≪廃木材からの建築部材 (パーティクルボード)製造≫

廃木材からの建築部材 (pB)製造については,製造プロセスでの労働作業及び室内利用におけ

る化学物質曝露が,ヒト健康リスクを考えるにあたって重要な曝露ポイントと考えられる｡

定量リスクについては,現状 (混合廃材を分別せずに原料として利用)を想定した場合,リス

ク解析により得られた曝露量は基準値を上回らず,低リスクだと考えた｡また,ライフライフサ

イクルインベントリ分析において資源 ･エネルギー消費量や地球温暖化ガスの排出量等を算出し

たところ,新材ではなく廃木材を原料として用いることにより,環境負荷が大きく軽減されると

評価され,局所的なヒト健康リスクのみならず,広範な環境リスクの点でも低リスクと判断され

た｡ただし,原料として薬剤処理木材のみを用いる場合や,原料 (混合廃材)の化学物質濃度に
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よっては,基準値を上回る可能性が考えられ,マスク等の着用により作業中のガス状 ･粒子状物

質曝露を避けると同時に,なんらかの原料選択の必要性が示唆された｡

リスク制御のポイントとしては,廃木材原料 ･製品への化学物質の混入及び労働者や消費者へ

の曝露が考えられる｡廃木材原料 ･製品への化学物質の混入については,現時点では特に原料の

品質管理を行っておらず,混入を避けるのは困難であり,このリスク制御可能性は低いと考えた｡

労働者への曝露については,吸着性の優れたマスク等の着用により,基準値以下で保持すること

が可能だと考えられ リスク制御可能性は高いと考えた｡一方,消費者への曝露については,pB

は主に建築部材として用いられることから,消費者が購入後,木屑が発生したりガス状物質が揮

発したりするような使用状況は想定しにくく,曝露が生じる場面は多くないと考えられる｡しか

し,閉鎖空間での利用が主流であることから,もしも切断作業等が行われた場合には,木屑が発

生し,ガス状物質とともに室内を浮遊する可能性が考えられ そのような場合には,リスク制御

可能性は低くなる｡従って,消費者に対する製品の品質管理の視点からは,社会負担の少ないな

んらかのリスク制御策を検討すべきと判断した｡具体的には,原料選択段階において,スクリー

ニングやモニタリングの技術を有効に活用すること等による品質管理が考えられる｡なお,この

リスク制御策導入に当たっては,ライフサイクルインベントリ分析より,広範な環境リスクに対

する許容範囲が算出されており,それ以上の環境負荷がかかる場合には新材利用の方が優位と考
えられる｡

以上のような観点から,製造プロセスにおける労働者のリスク管理及び製品の品質管理を含め

た製造システムが構築されれば,pBへの廃木材利用は,循環型社会におけるリサイクリングルー

トとして促進すべき選択肢の一つと考えられるだろう｡

3.7.2.廃木材の循環 ･廃棄のインテグレーションに向けた今後の課題

3.7.2.1.フォローアップ

今回対象とした循環過程について,本研究ではリスク評価に資する知見が十分に得られず,さ

らなる調査 ･研究によるフォローアップが求められる点がある｡

≪廃木材の再使用≫

廃木材の再使用については,以下のように,高レベルに木材保存剤成分等を含む可能性のある

廃木材 (高レベル薬剤処理廃木材)によるリスク制御に向けた研究が必要だと考えられる｡

･ 高レベル薬剤処理廃木材の出所等の調査

･ 高レベル薬剤処理廃木材の適切な規制措置等の検討

･ 高レベル薬剤処理廃木材の適切な循環 ･廃棄ルートについての研究

≪廃木材からの家畜敷料製造≫

廃木材からの家畜敷料製造については,以下の通り,まず汚染 ･流入源の解明及びリスク制御

策の検討が求められる｡特に,家屋解体材を主な原料としていることから,化学物質混入に対し

て,家屋解体からの一貫した制御が可能か否かを検証する系が必要だろう.

･ 廃木材敷料への化学物質の汚染 ･流入源等の調査

･ 廃木材敷料への化学物質の混入に対するリスク制御策の検討

･ 廃木材敷料やその周辺素材へのバイオアッセイ手法の適用研究

≪廃木材からの建築部材 (パーティクルボード)製造≫

廃木材からの建築部材製造については,以下の通り,製品の品質管理の視点からの取り組みが

重要になると考えられる｡

･ 廃木材原料の選択段階におけるスクリーニングやモニタリング技術の研究

･ リスク制御策導入によるヒト健康リスク及び環境リスクの変化の検証

3.7.2.1.今後の展開

今後,廃木材の循環 ･廃棄のインテグレーションに向けては,前述のようなフォローアップを

統合する形で,また,それに加えて,以下のような共通課題及び研究展開が考えられる｡その中

でもまず,廃木材の汚染源及び汚染レベルについて一定の見解を持つことが重要な課題であり,

これにより多くのリスクの判定に寄与すると考えられる｡得られた知見を整理し,更に必要なデ

ータを取得し,解析を行いたいと考えている｡

･廃木材の汚染源及び汚染レベルの解析
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廃木材の分別によるリスク制御可能性の検証

対象とする廃木材循環ルートの拡大

解析 ･モデル化手法の技術向上

バイオアッセイ手法の開発 ･技術向上

バイオアッセイによる総合 ･複合影響を含むリスクキャラクタライゼ-ションの検討
LCAによる環境リスクの評価

複数の廃木材循環ルート間のリスク比較
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第四章 結論及び今後の課題

4.1.結論

本研究では,発生源や性状が多種多様であり,その使用後の運命 (廃棄ルート,排出先,処理

過程)も様々である循環資源を対象とした場合の,ヒト健康リスクと資源保全性,地球環境保全

性全体を視野に入れた循環 ･廃棄のインテグレーションのための方法論の第一歩として,リスク

研究の展開方法を検討した｡また,その事例研究として,廃木材を対象とした場合の現時点での

アプローチ及び成果を示した｡

第二章においては,まず,循環 ･廃棄のインテグレーションに関する知見を整理した上で,本

研究におけるリスク研究の展開方法 (フレームワーク)を概説した｡具体的には,多様な発生源,

性状及び循環過程を有する循環資源を対象とするために,研究展開の初期に,『対象とする資源

の多様な特性の整理』というステップを設け,その次に,循環過程におけるシステムインテグレ

ーションを念頭におき,大局的な視点で研究対象 ･範囲を選択するために,『研究対象の選択及

び調査範囲の設定』というステップを設けた｡そして,そのシステムインテグレーションの第一

歩として,有害化学物質によるヒト健康リスクの評価を行い,回避すべきか否かの判定を行うこ
ととした｡

第三章においては,第二章で示した研究のフレームワークに従い,廃木材を対象とした場合の

アプローチを事例研究として示した｡今回研究対象としたのは3つの循環過程(廃木材の再使用,

廃木材からの家畜敷料製造,廃木材からの建築部材製造)であり,それぞれについてフィールド

調査を行った後,得られた知見をもとにリスク解析を行った｡そして,リスク解析より算出した

定量リスク及びリスク制御可能性を判断基準として,現時点でのリスク (回避すべきか否か)香
判定した｡

その結果,廃木材の再使用に関しては,特に薬剤処理廃木材の一般消費者による再使用は早急

に回避策を検討すべきであると考えられた｡また,廃木材を取り扱う際 (切断作業等)には,曝

露を避けるための防御策が肝要であることが示唆された｡

廃木材の家畜敷料利用に関しては,現状では,畜産物を通じてすぐさまヒトへの健康影響が懸

念されるとは考えられなかったが,汚染源の調査を含めて,確実に汚染を一定レベル以下に制御

する方策を検討する必要があると考えられた｡ただし,高レベル薬剤処理廃木材の畜産環境にお

ける再使用は早急に回避策を検討すべきであると考えられた｡

廃木材からの建築部材製造に関しては,製造プロセスにおける労働者のリスク管理及び製品の

品質管理を含めた製造システムが構築されれば,促進すべき選択肢の一つになると考えられた｡

また,最後にこれらの結果を踏まえて,廃木材循環 ･廃棄のインテグレーションに向けた今後

の課題や展開について述べた｡その中でも特に,廃木材の汚染源 ･レベルについて一定の見解を

持つことが重要な課題であり,これにより多くの場面でリスクの判定に寄与することができると

考えられた｡

4.2.今後の課題

今後の大きな課題の一つは,本研究で主に取り組んだ局所的なヒト健康リスクから,広範な環

境リスクへと評価ステップを展開することであり,最終的にインテグレーションに結びつけ,図
2_6に示すようなインテグレーション研究の展開を試行することである｡

また,もう一つの大きな課題は,本研究で提示したフレームワークを,廃木材以外の循環資源

に展開し,より一般性 ･汎用性のあるものへ改善していくことである｡これについては,廃木材

を含めた有機系資源の他,廃木材とは素材や特性が全く異なる製品,例えば家電製品等への適用

を考えている｡

その他,個別の解析 ･評価手法や実験手法を習得し,技術向上や試行 ･改善を図らねばならな

いことは言うまでもない｡これについては,研究展開の場面に応じて必要なツールを見極めなが

らも,個人的には,より幅広い分野に挑戦していきたいと考えている｡

インテグレートされた資源の循環 ･廃棄処理という考え方は,これまでの廃棄物処理の位置づ

けを超え,まさに持続可能な社会の構築に向けた中核的役割をなすようになるだろう｡現在は,

問題が複雑に絡みあっているように見え,循環型社会の方向性を明確に描き,それを社会の方向

性として共有することは困難である｡しかし,廃棄物,いわゆる ｢ごみ｣を糸口として,循環 ･
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廃棄のインテグレーションを目標にそれらの問題を紐解くことにより,物質循環のあり方,循環

型社会のあり方,さらには持続可能な社会のあり方を考察できればと思う｡その中で,わずかに

でも社会に貢献できる方法が見出せればと願いながら,研究に取り組みたい｡
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