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臭素系難燃剤が屋内環境に及ぼすリスクとヒトが享受するベネフィット
Comparing the benefit and risk caused by the use of DecaBDE as TV flame retardant
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Abstract In this study, we focused on risk trade-off between health risk and fire risk of DecaBDE, a known brominated flame
retardant, used in television sets, and tried to quantify these risks for comparison. We conducted a cost benefit analysis considering human health impacts of DecaBDE use on indoor environment and both economic and health damage by TV fires. The
results suggested that net benefits of DecaBDE use were positive under two most realistic scenarios.
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コスト (=リスク) は DecaBDE のコストとヒト健康

1．はじめに
90 年代初頭の EU では，火災安全性よりも環境安

影響を考慮した．そして，分布を持つパラメータを

全性を重視した樹脂製造業者が，TV 筺体に難燃剤

結果に反映させるため，モンテカルロシミュレーシ

Decabromodiphenyl ether (DecaBDE) を使用しなくな

ョンを導入して計算を行った．

ったために TV 火災件数を増大させるという事例が

3．コストベネフィット解析 (CBA)

報告されている

1)

．それに対して日本では，テレビ

火災は 33 件/年 (H16-19 年平均)

2)

3.1

であり，製品火災

解析シナリオ

TV のライフサイクル (製造，使用 (曝露，火災)，

の中でも頻度が多い方ではなく，多くの TV 火災が

廃棄) を 10 年として評価した．また，難燃化を施し

未然回避されていると考えられる．我々は難燃剤を

た TV の市場への広がりは定常状態を設定した．

用いて火災回避することで，潜在的に，大きなベネ

3.2

ヒト健康影響の考慮

フィットを享受しているのである．

Washington モデル 6) (Table 1) を用いてリスクの定

屋内環境での使用に伴い，日本においてもハウス

量化を試みた．なお，Washington モデルを用いてヒ

ダスト中の DecaBDE 検出例がこれまで数多く発表

ト健康影響を非常に過大に見積もった．日本への外

3)

されてきたが ，2008 年，中西らは DecaBDE の詳

挿には (1)式 を用いた．また，DecaBDE の摂取状況

細リスク評価を行い，リスクは懸念されるレベルに

の屋内環境の寄与を考慮するために屋内空気の吸入

4)

ないと結論付けた ．また，EU のリスク評価でも同
5)

様の結論が示された ．しかし，DecaBDE を使用し

摂取，ハウスダストの経口摂取割合をそれぞれ全体
曝露量の 15%，17%と設定した 4)．

た際のベネフィットとリスクを比較した研究はない．
そこで本解析では日本で潜在的に回避されている
TV 火災数を推定し，DecaBDE が屋内環境でヒト健
康に及ぼすリスクとの定量比較を行った．難燃剤入
りとなしの製品を選択できるとした場合，回避でき
るリスクは火災，受けるリスクは室内空気・ダスト
汚染による健康リスクとなる (環境経由の曝露は製
剤含有製品の購入選択におけるコストベネフィット
分析である．
2．評価方法
まず，1990 年当時の日本製 TV はすべて DecaBDE

る DecaBDE の全使用量，E&E 中使用量，TV 筐体中使用量，
TV JP ， TVWA ：日本，ワシントン州の TV 保有台数)

Table 1 Extrapolating the human health risks estimated in
Washington state model into Japan
ヒト健康影響

モ
デ
ル
に
よ
る
計
算

US$2005→¥2005
DecaTV Deca E & E

→

Deca E & E Deca ALL

へ
外
挿

TVWA (1990 年)
TV JA (1990 年)

と非難燃 TV の火災率データから推定した．また，

－118－

人数

5
がんによる疾患
4
がんによる死亡
甲状腺機能低下に伴う治療 2,400
30
無症候性甲状腺機能低下症
210
IQ への影響
電子機器代替の遅延 [-]
疾患の遅延 [-]

JP

康影響を大きく見積もる)．ベネフィットは難燃 TV

DecaE & E ， DecaTV ：米国 (ワシントン州と同様と想定) におけ

WA

が付加された“難燃 TV”だったと仮定した (ヒト健

DecaTV
Deca E & E TV JP


… (1)
Deca E & E Deca ALL TVWA

( Effect JP ， EffectWA ：日本，ワシントン州のヒト健康影響， Deca All ，

Washington

品選択によって回避できない)．よって本解析は難燃

Effect JP  EffectWA 

*
**

定量指標
US$2004 26,976
¥2005 350,000,000
US$2004 7,940
US$2004 7,940
US$2000 14,500

年価値
換算
1.034
1.000
1.034
1.034
1.134
0.87
0.91

コスト換算値
(2005 年値)
US$139,466
¥1,400,000,000
US$19,703,904
US$246,299
US$3,453,030

130 ¥2005/ US$2005 (一人当たり購買力平価ベース GDP 比)
0.80 7) (±10%の一様分布を仮定)
0.97~0.98 の一様分布 8)
中央値：26.8 (million TV) * (±10%の一様分布を仮定)
1.98 (台/世帯)** × 4.067×107(世帯)*** ＝ 8.05×107 (台)

世帯当たり TV 保有率は米国各州同じと仮定し，2008 年 U.S. Census Bureau 9)から推定した
内閣府「消費動向調査」 *** 総務省「世帯数統計データ」 注) 網掛けは分布をもつデータ

ト分布は負の値を示すことはなかった (Fig.1)．よっ

4．想定シナリオとパラメータ
本解析で想定した 5 つのシナリオと複数のパラメ

て，過大なヒト健康影響を考慮したとしても“難燃

ータをそれぞれ Table 2，Table 3 に示した．一年あた

性を付与することにより得られるベネフィット (火

りのコスト ( C )，ベネフィット ( B ) の現在価値は， 災犠牲者，負傷者，財産損失回避)”の方が“コスト
下記算出式を組み合わせて導出した．
＜コストの算出式＞
C = DecaBDE の消費コスト×TV 保有台数／10

(屋内環境中DecaBDEのヒト健康影響)”よりも大き

＜ベネフィットの算出式＞
(a) ヒト健康影響を考慮する場合
B (a)= (犠牲者×VSL＋負傷者×火災負傷者治療コス
ト)／10－ヒト健康影響コスト from Table 3 計算結果
(b) (a)に住宅火災のコストを考慮する場合
B (b)= B (a) ＋ (回避された住宅火災率×TV保有台数
×住宅の値段)／10
(c) (a)に小規模火災のコストを考慮する場合
B (c)= B (a) ＋ (回避されたTV火災率×TV保有台数
×火事の平均コスト)／10

フィットを得ており (シナリオ3の中央値)，②ヒト

いことが以下のように示された；①日本人口を1.3億
人とすると年間我々は約580円/人の火災抑制のベネ
健康影響はそのベネフィットを (大きく見積もった
としても) 約80円/人下げる程度であり (シナリオ3
⇔4)，③住宅火災のコストが結果に大きな影響を及
ぼしていた (シナリオ3, 4⇔他)．
6．結論

BFRs，特にDecaBDEには環境リスクと火災リス
クのトレードオフがあるとされ，これまで，様々
なところで議論されてきたが，定量的な評価にま

5．解析結果と考察

で踏み込んだものはなかった．

10万回試行のモンテカルロシミュレーションの結

本解析では，リスクを出来る限り大きく (Wash-

果，5つのシナリオ全てにおいて，正味のベネフィッ

ingtonモデル (生涯死亡リスクには10-5以上を想定)，

Table 2 Scenarios for our CBA calculations
シナリオ
1
2
3
4
5

割引率
の考慮
なし
あり
あり
あり
あり

ヒト健康影
響の考慮
あり
あり
なし
あり
あり

定常状態の設定)，それに対しベネフィットは過小に

住宅火災コスト
の考慮
なし
なし
あり
あり
間接的 (保険)

見積もって計算を行った (火災発生後の現場周辺の
環境汚染や消火コストを未考慮)．このような制約に
基づいたとしても，1990年代，実際に日本でTV筺体
に付加されていたDecaBDEにより，我々は一年あた

Table 3 Parameters for calculation, and its distributions
DecaBDE のコスト
確率的生命価値
(VSL)
ヒト健康損失コスト
火災負傷者治療
の平均的コスト
割引率
(Discount rate)
TV の寿命
回避犠牲者率
回避負傷者率
回避された
住宅火事率
住宅 1 棟あたりの
平均値段
回避された
TV 火災率
火事 1 件あたりの
平均コスト

本解析使用データ
(すべて 2005 年値を想定)
¥260~390 /TV の一様分布
5%tile, 50%tile, 95%tile がそれぞれ
¥210, 350, 510 million のワイブル分布
Table 1 を参照
中央値：¥27 million，95%tile：¥36
million の正規分布
0.03～0.10 が分布の 95%範囲に含まれ
る対数正規分布 [0.03, 0.10]
10 年
0.696 人/年/million TV
8.70 人/年/million TV

り約650～750億円以上の社会的ベネフィットを享受

採用理由

していたことが示唆された (シナリオ3, 4の中央値)．

参考文献 10)
参考文献 11)にワイ
ブル分布を適用
－
参考文献 12)13)14)を
基に推定

シナリオ2
30,000
シナリオ5
25,000

参考文献 15)
様々な文献より仮定
参考文献 16)
参考文献 16)

11 /million TV/年

参考文献 16)

中央値：¥35 million，5%tile：¥10 million
の対数正規分布

参考文献 17)

107 /million TV/年

参考文献 16)

中央値：¥0.975 million ；感度を見る
ために，10%の範囲をもつ一様分布

参考文献 16)

頻度

パラメータ
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Fig. 1 Distribution of annual net benefits
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