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ダイオキシン“環境ホルモン対策国民会議とは

1998年9月　設立　2009年10月　NPO法人化

聾158名の女性弁護士の呼びかけ

醤学者“医師“作家“法律家など、50名の学際的発

起人と共に設立

樽代表；立川濃く愛媛大学名誉教授“愛媛県環境

創造センター長）→平成29年5月9日逝去
→代表：中下裕子に

番目的；物言えぬ野生生物と未来の子ども達に成

り代わって、具体的な政策を提言し、ダイオキシ
ン“環境ホルモン汚染の危機を回避する

主な活動内容

書　取築堤富

農ダイオキシン類緊急対策提言（第1次～第3次、

1999－2000）

呑「循環型社会基本法」（仮称）の立法提言（2000）

違土壌汚染対策法秦に対する意見書“NGO共同声明

（2002）

醤容器包装リサイクル法の改正提言（2002）

垂『子ども環境保健法』（仮称）の立法提言（2003）
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本日の講演内容：

1化学物質管理に係る日本の現行法制度

一現状と問題点－

2　化学物質管理をめぐる国際的動き

3　環境ホルモン問題の経過

4　化学物質管理のあり方についての提言

発　起　人
有田着生　　石弘之
植田和弘　　鵜飼懇書
大谷田宏　　井藤典子
川名英之　　北野大
佐々木精子　猿橋勝子

塩漂豊志　　高椿元
立川波　　　田辺信介

寺茜俊一　　富山和子
中村浩美　　長山淳裁
縫口恵子　　藤井美穂

松崎早苗　　松田保産
毛利子来　　山村恒年

鷺谷いづみ　綿貫礼子

市川定夫

海原継子

梶山正三
木村晋介
C．W．ニコル

武田玲子
田部井淳子

中野益男
なたいなだ
二木昇平

宮田秀明
春本勝美

字井鏡

浦野紘平
加諒寵夫

酒井伸一

椎名城
田坂興亜

寺田理恵子
中原葵臣
原田正純
町沢静夫

宮本憲一

脇本忠閣
（以上50名）

「環境ホルモン戦略計画SPEED’98」の改訂に関する意見書（2004）

『アスベスト対策基本法』（仮称）の立法提言（2005）

アスベスト問題に係る総合対策案に対する意見書（2005）

鉛のリスク削減に関する提言（2006）

「ダイオキシン類対策特別措置法」の改正提言（2007）

「化学物寅政策基本法」（試案）の立法経言（200ゆ

ネオ二コチノイド系農案の使用中止等を求める緊急提言（2010）

ネオ二つチノイド系農薬の使用中止等を求める緊急提言Ⅱ（2011）

持続可能な農業のための農薬管理・規制に向けた政策緒言（2013）

ヨハネスブルクサミット（WSSD）2020年目標達成のための日本の化

学物質管理制度に関する提言（2016）
●
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園　国民会議ブックレットの刊行
（D「化学汚染から子どもを守る」（幻00〉

②「食品のダイオキシン汚架－ダイオキシンから身を守るために」（2003）

③「知らずに使っていませんか？一家庭用品の有害物義一」（2004）

④「なぜ公害は止められなかったのか～予防原則の適用を求めて」（2005）

⑤「知らずに吸っていませんか？～暮らしの中のアスベスト～」（2007）

⑥「有害金属はどこに？一子どもを海業から守るために」（釦09）

⑦「化学物質遇鎮症治績・研究の最前線」（2010）

⑧「く新版〉知らずに使っていませんか？一家臆用品の綿貫－」（2010）

⑨「安全なの？低線量被ばく～放射線の被ばくを避けるために～」（20141）

○　国民会議パンフレットの刊行

①新農薬ネオニコテノイドが脅かすミツバ千・生態系・人間

②環境ホルモン最新事情一赤ちゃんが危ない（2015）

縦割り行政の「すき間」の例
一目アリ駆除剤（その1）

鵠農薬取締法（農水省）“・・農薬について登録“販売・使
用規制

農薬：腰作物等を害する病害虫の防除に用いられる殺菌剤、
殺虫剤等の薬剤

薮蜜扮家庭用の殺虫剤等は適用対象外

む薬事法（厚労省）…人の健康保護の観点から医薬品
等について規制

衛生害虫（ll工、蚊など）については「医薬部外品」として規制
重め不快害虫用の薬剤や人の健康に影響を与えない自アリ

駆除剤などは対象外

対策の統合性の欠如の例
－シックハウス対策

○ホルムアルデヒト●など13物質について、室内空気濃度のリスク指

針値策定（厚労省）
法的強制力がない

種建築基準法（国交省）

加レムアルデヒド、如ルビi庶人の2物質のみ規制

筆品確法（国交省）

特定測定物質…ホルムアルデヒドなど5物質のみ

筆学校保健法－「学校環境衛生基準」（文科省）

ホルムアルデヒド、ルエン、キルン、パラゾ知日へ‘ンセ‘ン、工チIい‘ンセ‘ン、

八秒ンの6物質のみ定期検査の対象

11

2

持

化学物質管理に係る日本の現行法制度の現 
状と課題 

省庁縦割りで、－企画中枢部門がない 
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縦割り行政の「すき間」の例
一白アリ駆除剤（その2）

①家庭用品規制法（厚労省）

自アリ駆除剤については指定されていない

●建築基準法（国交省）

クPルビ握スのみ使用禁止→他の薬剤は使用可

華謀議諾謀議誤読
の薬剤が使われるようになり、これらによる

シッかウス被害発生
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対策の統合性の欠如の例
一化学物質の名称の表記

PRTR登録名

医業部外品

化粧品

化粧品

洗濯用洗剤

一般名

ポリオキシエチレンドデシルエーテル硫酸ナトリウム
（AES）

ポリオキシエチレンラウリルエーテル硫酸塩

ラウレス硫酸Na

パレス硫酸Na

アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム

ポリオキシエチレンアルキルエーテル硫酸ナトリウム

も
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リスク。アプローチの限界

●毒性データの圧倒的不足

複定量的リスクにしか適用できない

基低用量〃逆∪字型物質（例：環境ホルモン）は

適用外

3複合的影響が考慮されていない

●未知のilスクには適用できない
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32002年］ハネスアルクサミット（WSSD）実施計画

「予防的取組方法に留意しつつ、透明性のある科学

的根拠に基づくリスク評価手順を用いて、化学物質が
人の健康と掻揚にもたらす著しい悪影響を最小化す
る方法で使用、生産されることを2020年までに達成
することを目指す」（2020年目標）

導2006年　国際化学物質管理戦略（SAICM）採択

第1割：ハイレベル宣言

第2割：包括的方針戦略

第3部：世界行動計画

場EU　化学物質の登録“審査・認可に関する新法

（REACH）制定

2006年成立、2007年施行

●ノーデータ“ノーマーケット原則、予防原則、代替原則

●年間生産量1t以上の化学物質は全て3－11年
以内に登録することが必要

●サブoライチェーンを通した情報共有・管理

●高懸念化学物質（CMR、PBT、環境ホルモンな

ど）については、期間・用途を限定した許可制を
導入
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化学物質管理をめぐる国際的動き

e1992年リオサミット　アジェンダ21”第19章「有害化学物質

の環境上適正な管理」

A国際的リスク評価の拡大・促進→HPVプログラム

B分類・表示の世界的調和　→GHS勧告

C　情報交換の強化一→ロッテルダム条約

Dリスク低減計画の策定－→ストック加レム条約

亡　国レベルの管理能力の強化

F　不法な国際取引の防止

「環境ホルモン」問題は野生生物の異

変から始まった
替巣をつくらないハクトウワシ

¢ふ化しないワニやカモメの卵

●子を生まないミンク

種アザラシ、イルカの大量死

●ヒトの括手数の激減

豊etC．パンフレットP．2－P．3

網諾鮨磐学物質によるホルモン
e
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環境ホルモンが疑われる化学物質のリスト 
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「環境ホルモン空騒ぎ」論の台頭

複中西準子氏を中心に、産業界寄りの学者・ジャーナ
リストによる「環境ホルモン空騒ぎ」論が新聞“雑誌
に結城され、単行本も出版される

種環境省の試験結果→「一部の物質は魚類への影響

が認められたが、人間への

明らかな影響は認められな

かった」

⇒環境省、環境ホルモンリストを廃止し、

計画を大幅に縮少（rExTEND2005」）

⇒「環境ホルモン問題は終わった」
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環境庁（当時）、「環境ホルモン戦
略計画SPEED’98」策定（1998年）

環境ホルモン作用が疑われる67物質の
リスト作成－その4分の3が農薬
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一方、世界では－

◎この問題は、未解明な点もあるが、人間や野生生物に
とって極めて重大な課題であるとの認識の下、着々と
研究が進められた。

1997年8ケ国環境大臣会合、「子どもの環境保健に関する
マイアミ宣言」採択

2002年WHOhPCSr内分泌かく乱想箕の科学の現状に対

する地球規模の評価」公表

結論：野生生物への影雪の可能性は認められる

人への影響の証拠は弱い

幅広く国際的な共同研究が必要

2013年WHONNEP「内分泌かく乱化学物質の科学の現

状2012年版」刊行
e
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人間と野生生物に対する環境ホルモン
の影響（WHO報告書より）

＜序論＞
「この報告書での作案は、内分泌系は脊椎勤物種問で極めて類

似したものであり、内分泌影響は種にかかわらず発現するという
事実に基づいている。影響は内分泌系に関連したものであり、
必ずしも種に依存するものではない。脆弱な時期に内分泌制御
の変化に至るような濃度でEDCに暴露された場合には、野生生

物や実験動物で認められた影響はヒトでも発現する可能性があ
る。ヒトと野生生物の両者ともに特に懸念されるのは初期発達へ
の影響である。これらの影響は多くの場合、不可逆的であり、ラ
イフサイクルの後期まで明らかにならない可能性があるためで
ある」
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環境ホルモン問題の広がりパン，P．4＿P．5
◎人間の生殖にも影響が現れ始めた

●「不妊症」と「不裏庭」の増加

●男性生碑畿言の具輪←胎児期の男性ホルモンの震度低下

尿道下裂

19741万人当た明1人

20111万人当たり56人

●撫子握の葉少←男性ホルモン重度低下

北裳、取持、豪州の男性の精子i曲事40年前より50的以上減少（2飢7）

スカケベック持土手デンマーク大貴桂の20％以上はすでに生類能力がない」

日本人貴子の京子敦はフィンランド人霊性の粉の2しかなく、デンマークとほぼ同趨度
（岩本、2010）

◎内分泌系だけでなく、神経系や免疫系にも影響
●素養蹟害の増加

カリフォルニア州では1990－2000年に自閉症が7－8倍増加

日本でも、特別支援教育在籍児童・生徒数の急濃な増加（別技）
●アレルギー家宣の強請

日本では、鴫息が1970－2013年に的10倍に増加
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EUの動き

1999年「内分泌かく乱物質に対する共同体戦略」
・内分泌かく乱問題の原因・結果の研究

・予防原則！遵づいた適切な破棄的給電の異姓

2006年　REACH規則（一般化学品）

内分泌かく乱作用を宥し、人文は確鏡に対し発がん性物質等と同等の
懸念をもたらす恐れがある科学的証議がある場合Iよ暮懸念化学物質
（SVHC）リストに配絡し．認可対象儲持物貫となる

2009年植物保護製品鏡則（農業）
人に墓影番を与える覆蹟ホルモン書は原則として禁止

凍判断基準を2013年12月までに作成→2017年4月露草公表

2012年殺生物製品規則（殺生物製品）
人に悪影響を与える照練れレモンは原則として禁止桐上〉

2018年人に悪影響を与える環境ホルモンの判断基準決定
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＜対象とされた内分泌器官系と関連疾患＞
・女性の生殖請書…子宮筋腫、子宮内膜定、不妊、早期胸部発達

・男性生意陣害…停留精巣、尿道下裂、精巣がん

・性比の不均衡…男女性比の不均衡

・甲状農疾患‥・甲状農機儀陣害、甲状膜がん

・小児発達持絶境害…自閉症スペクトラム陣害、認知機鮭・IQ低下

・ホルモン関連がん…乳がん、前立腺がん、甲状腺がん、子宮内議がん、

蘭菓がん
・副腎皮質陣害…HPA軸の応答性妻化

・骨障害…骨庫害

“代謝障害・・・肥満、糖尿病、メタポリックシンドローム

・免疫樟害…免疫機能障害、リンパ腫、白血病、自己免疫性疾患、噛息、子

宮内膜症
・僧体薮減少…人口置換水準を下回るような出生率の急激な減少
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環境ホルモン問題は新しい毒性概念を提起した
ctパンフP．6－P．7

◎生体のホルモン作用の正常な動きをかく乱し、その結果
人‘野生生物に影響を及ぼす（人・野生生物とも共通）

馬
種本来のホルモンのレベルが変動するので、団値を想定できない

垂低用量で作用することがある

享非単調用量・反応関係を示すことがある

壷ぱく露のタイミングが極めて重要（臨界期の存在）

詩経世代影響もぬる（エビジェネティクス）

華複合影響を発現することがある

安全な量が決められない

従来のリスクで評価手法では対処て索ない！！
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