
エヌエス環境株式会社

馬場 良美

生物を利用した水質管理手法（WET）の活用
－水のリスク対策から企業価値の向上へ－
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ＯＹＯグループの一員

2016/10/20

応 用 地 質

地質学をはじめとした、地球に関わる科学技術を
活用し、地盤に関わる問題を解決します。

エ ヌ エ ス 環 境

私たちをとりまく生活環境や自然環境が対象。
安心して暮らせる環境を守ります。
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エヌエス環境株式会社

2016/10/20

調 査

計 量 環境衛⽣管理

・自然環境
・省エネルギー診断
・大気/水/土壌環境

・計量証明事業
・放射能検査 ・衛生検査

・清掃/消毒

環境技術によって社会に貢献する環境コンサルタント会社



エヌエス環境株式会社 4

今日お話しすることは

2016/10/20

１．新たな排水管理の必要性

２．ＷＥＴ試験とは

３．ＷＥＴ試験の活用
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新たな排水管理の
必要性

2016/10/20
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新たな排水管理の必要性①

2016/10/20
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ＣＡＳ(米国化学会情報部門)に登録された物質数

約1億種

国内で流通している
化学物質は数万種類
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新たな排水管理の必要性②

2016/10/20

個別物質を定量

排水に毒性影響があるかを調べる

現行の排水規制の課題
●ごく一部の物質しか排水基準項目に設定
されていない。

●複数の化学物質による複合影響が把握
されていない。

現⾏ ＷＥＴ

規制物質の濃度 ● ×

未規制物質の影響 × ●

化学物質の複合影響 × ●

⽣態系への影響が懸念

【現行】 個別物質規制

【ＷＥＴ試験】 毒性影響評価
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ＷＥＴ試験とは

2016/10/20
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ＷＥＴ試験とは

2016/10/20

胚・仔魚期魚類を用い
る短期毒性試験法

ニセネコゼミジンコを用い
るミジンコ繁殖試験法

淡水藻類を用いる
⽣⻑阻害試験法

ゼブラフィッシュ（受精卵） ニセネコゼミジンコ ムレミカヅキモ

魚類、甲殻類、藻類の３種の生物を直接排水にばく露することにより、
総合的かつ複合的な影響を評価する手法です。

約1mm
約1mm 約20μm



エヌエス環境株式会社

ゼブラフィッシュ
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胚・仔魚期の魚類を用いる短期毒性試験法

2016/10/20

対照区 濃度
5％

濃度
10％

濃度
20％

濃度
40％

濃度
80％

1連

2連

3連

4連

1カップ 15粒の受精卵を試験⽔
にばく露する。

ゼブラフィッシュの受精卵をふ化から

5日後まで排水中にばく露し、ふ化

率や⽣存率、発⽣異常などを対照

区と比較することで、魚類に対する

短期的な毒性影響を調べる試験。

・試験期間：8〜10日間

・ISO 12890 参考

淡水魚の一種
体⻑は3〜5cm
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ニセネコゼミジンコを用いるミジンコ繁殖試験法

2016/10/20

対照区 濃度
5％

濃度
10％

濃度
20％

濃度
40％

濃度
80％

1連

2連

10連

対照区と各濃度を設定し、同⼀の親の仔
虫を一連とし10連分の試験容器に仔虫を
投入、ばく露する。

ニセネコゼミジンコ

ニセネコゼミジンコを最⻑8日間排

水中にばく露し、その間の死亡数

と産仔数を対照区と比較すること

で、甲殻類の繁殖に対する影響を

調べる試験。

・試験期間：最⻑8日間

・ISO 20665 参考

体⻑0.9〜1.0mm
仔⾍の体⻑は0.1mm
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ムレミカヅキモ

12

淡水藻類を用いる生長阻害試験法

2016/10/20

培地で希釈した排水にばく露する。

×6 ×3 ×3 ×3 ×3 ×3

対照区 濃度
5％

濃度
10％

濃度
20％

濃度
40％

濃度
80％

単細胞緑藻類の一種
三⽇⽉形で⻑さ20μm程度

ムレミカヅキモを72時間排水中に

ばく露し、ばく露中及びばく露終了

時における⽣物量（細胞濃度）を

対照区と比較することで、藻類の生

⻑に対する影響を調べる試験。

・試験期間：72時間

・ISO 8692 参考
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ＷＥＴ試験結果（例）毒性影響なし

2016/10/20

NOEC

最
大
無
影
響
濃
度

毒性影響なし
希釈倍率10倍以下
※希釈倍率＝100÷排⽔濃度

排⽔濃度

影響がある濃度影響がない濃度

[参考]⽣物応答を利⽤した排⽔管理⼿法の活⽤について（2015,環境省）

最⼤無影響濃度10%以上の場合は「毒性影響なし」と評価できる
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ＷＥＴ試験結果（例）毒性影響あり

2016/10/20

NOEC

最
大
無
影
響
濃
度

排⽔濃度

影響がある濃度影響がない濃度

毒性影響あり
希釈倍率10倍超過

最⼤無影響濃度10%未満の場合は「毒性影響あり」と評価できる
[参考]⽣物応答を利⽤した排⽔管理⼿法の活⽤について（2015,環境省）
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ＷＥＴ試験の改善提案

2016/10/20

①情報データ収集

②物質処理評価

③毒性同定評価

④発生源処理特定

⑤削減方法検討

⑥確認フォローアップ

試験結果に基づき、水質と施設に関するデータを収集

使⽤化学物質と現⾏の排⽔処理について評価し、
排水影響の削減効果を検討

原因となる化学物質群の特徴を明らかにする。

各工程排水別の生物応答手法により、
影響の発生源を調査

影響削減方法を検討

削減の確認を生物応答手法により実施

毒性があると評価された場合の改善措置
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ＷＥＴ試験の活用

2016/10/20
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諸外国の状況

2016/10/20

国 試験生物 制度の概要

カナダ 藻類、ミジンコ、魚類
・1970年代より運⽤
・試験に加えて環境フィールド調査も実施

ドイツ 主に魚類
・1976年より運⽤
・毒性影響有と判断された場合は、⼈⼝密度、
排⽔流量を加味し、賦課⾦が算定

米国 藻類、ミジンコ、魚類
・1987年より運⽤
・州ごとに基準が設定され、生物影響有と判断
された場合は削減も要求

韓国 ミジンコ
・米国WETを参照し、2011年より運⽤開始
・今後対象事業所や試験種が広がる予定

台湾 甲殻類、魚類
・2013年3⽉より現⾏法にて光電材製造業、
石油化学工場、造紙業等に対して運用開始

日本 藻類、ミジンコ、魚類 ・2009年度より検討開始

※他にも多くの国が実用化 [参考]生物応答を⽤いた排⽔評価・管理⼿法の国内外最新動向,
(株)エヌ・ティー・エス,2014
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国内の動向

2016/10/20

2009年度

2010年度

2012年度

2013年度

2015年度

2016年度

環境省においてＷＥＴを活⽤した排⽔管理⼿法の検討開始

専⾨家（学識経験者）による検討会設置

生物応答を用いた排水試験法（検討案）の公表

生物応答を用いた事業場排水実態調査の開始

「⽣物応答を利⽤した排⽔管理⼿法の活⽤について」
生物応答を利⽤した⽔環境管理⼿法に関する検討会報告

専門家（化学工業会、経団連など）による検討会
国内で運用する場合の手法などを検討
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国内の企業の動向

2016/10/20

CSR WET

企業名 取組み内容

武田薬品工業㈱

「排⽔する⽔の質」の管理の⼀環として、化学物質濃度管
理とＷＥＴ試験を併⽤
http://www.takeda.co.jp/investorinformation/annual/files/a
r2013_d_jp.pdf

積水化学工業㈱

「企業の水リスク対策」の一環として、生物多様性保全の観
点で評価する指標として直接的で分かりやすいためＷＥＴを
実施
http://www.sekisui.co.jp/csr/eco/env_return/biodiversity/in
dex.html

コニカミノルタ㈱

「生物多様性対応指針」の一環として、排水への配慮のため
ＷＥＴを実施
http://www.konicaminolta.jp/about/csr/environment/progre
ss/green-factory/biodiversity.html

※他にもCSRに掲載している企業あり
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ＷＥＴ試験の活用

2016/10/20

①企業の環境対策、ＣＳＲ対策として活用できます。

②予期せぬ生態リスクに気付くことにより改善の機会に
繋げることができます。

③化学物質の環境影響に関わるリスクコミュニケーションの
有効なツールとなります。
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ＷＥＴ試験 モデル事業募集

2016/10/20

化学物質を含む排水を排出し
ている事業場を対象に、ＷＥＴ
試験を無料で実施します。

・医薬品製造業
・繊維工業
・電子製品製造業
・輸送用機械器具製造業
・下⽔処理場

ご 依 頼 日

貴 社 名

所 属 ご 担 当 者

所 在 地

T E L F A X

E-m a i l

事 業 場 名

所 在 地

排 水 量 排 出 先

ご質問等ございましたらご記入ください。

関心のある方は是非この機会にご応募ください。

業 種
医薬品製造業・化学工業・金属製品製造業・パルプ、紙、紙加工品製造業

プラスチック製品製造業・輸送用機械器具製造業・その他（ ）

■応募用紙■ エヌエス環境㈱ ○○支社 FAX：○○-○○○-○○○○ 営業部：○○

ご
依
頼
者

〒

事
業
場
情
報

〒

「ＷＥＴ試験モデル事業」 参加事業場募集
事業場の排水を調べてみませんか。

弊社では、「ＷＥＴ試験モデル事業」として生態毒性を有する化学物質を含む排水を

排出している事業場を対象に、本試験を無料で実施いたします。

・再試験を実施させていただく場合がございます。

◇選 考

発表は弊社よりご連絡させていただきます。

弊社関係者にて選定を行い、月1～2社程度決定します。

◇留意事項

・ご依頼された試験結果は、データ蓄積のため活用させていただきます。
（社名は伏せさせていただきます）

関心のある方は是非この機会にご応募ください。

≪応募状況≫



ご清聴ありがとうございました

エヌエス環境株式会社

是非お越しください
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