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新春対談：環境ホルモン研究は
どこまで進んだのか

世界的には、環境ホルモンに対する研究は進み、新たな知見が蓄積され
つつあります。研究の最前線にいて、国際毒性学会次期会長となる国立
医薬品食品衛生研究所・	安全性生物試験研究センター毒性部長の菅野純
博士に立川涼代表と対談をしていただきました。

21世紀の化学物質問題とは

立川：私たちの団体は、ダイオキシン・環境ホルモ
ン対策国民会議という名前にありますように、環境
ホルモンに強い関心があります。今、20世紀に行わ
れてきた毒性試験では対処しきれない新しい問題が
出てきています。私自身は、環境ホルモンの研究を
通して化学物質の人間や生態系への悪影響を抑えら
れるのではないかという期待も込めて、21世紀の化
学物質の研究は環境ホルモン問題を軸に展開するの
ではないかと考えています。
　環境ホルモンは、「偽ホルモン」と言われるくら
いですから、実に多面的で多様な影響が可能性とし
てあります。またＤＮＡなどの化学的修飾に影響を
与えることでエピジェネティックな変化が起こるの
であるとすれば、ここでも環境ホルモンが関係する
でしょう。
菅野：本日は対談ということで、私の個人的な考え
を述べさせていただきますが、ご指摘の通り環境ホ
ルモン問題は、従来の毒性試験ではカバーできな
かった毒性を扱うものだと言えるでしょう。当初は
男性ホルモンと女性ホルモンの問題を中心に、特に
野生動物ですでに影響が見られているのではないか

ということから研究が始まり、人間への影響につい
ては蓋然性（注）をもとに研究が始まりました。特に、
試験法を中心に閉鎖的になりがちだった毒性学の枠
を、その本質であると我々が考える「シグナル毒性」
という見方に立って、より広い生物学にまでひろげ
て考えた場合、環境ホルモン問題が提起した様な影
響が人でも起きていてもおかしくないという蓋然性
が先行して、それを「後追い」しているような状態
で研究が進んできたというのが現状でしょう。
　注）蓋然性：ある事象の確からしさを示す言葉。
　　この文脈では、環境ホルモン作用は単なる可能
　　性ではなく、いろいろな間接的な情報を総合する
　　と実際に起きている確実性が高いという意味。
　様々な影響の中でも、私は、中枢神経への影響が
重要ではないかと考え、当毒性部では、これまでの
毒性試験に組み込むレベルにはなかった情動認知試
験を毒性試験として行える体制を整えました。また
周産期のばく露の遅発性影響が重要ですので、胎児
や新生児を対象とした研究も行っています。
立川：国立医薬品食品衛生研究所は、真正面からア
カデミックに化学物質の毒性の研究に取り組んでい
ますね。環境省関連の研究がさまざまな政治的圧力
で潰れてしまったり、文科省の科学研究費が交付さ
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れなくなったりする中で、前毒性部長の井上達博士
の時から世界的に研究を続けてきた国立医薬品食品
衛生研究所は貴重な存在だと思います。
　国民会議でも、胎児から乳幼児にかけての時期
について、大きな関心を寄せてきました。脳神経
系の発達に大きな影響がある時期で、発達障害や
DOHaD（生活習慣病胎児期発症起源）などの問題
にも広がっていきます。先ほど、菅野先生が今は「蓋
然性」を検証している段階ということをご指摘でし
たが、この段階でどういう対策が取れるのかという
のを考えるのは本当に難しい。現実は、とても複雑
で、原因と結果が１対１で対応する単純な話ではな
く、複数の要因が多様な影響を持ちながら生起する
複雑系でしょう。規制するための確たる科学的根拠
としては不十分だと言われます。しかし、問題とな
る蓋然性がある以上、何もせずに、黙って見ている
わけにはいきません。ＥＵのある毒性の専門家が、
メカニズムについては100年かかっても分からない
だろうと言っています。その通りかもしれません。
しかし、ＥＵの住民は100年も待てない、今、対応
が必要なのです。私たちは、学問の限界を理解しな
がらも、具体的な政策や対策を取り組むような手掛
かりが欲しいと思っています。

環境ホルモンは「シグナル毒性」の一つ

菅野：私は、環境ホルモンの問題というは「シグナ
ル毒性」の問題だと考えています。従来の古典的な
毒性の場合、毒性物質は、細胞やその中の蛋白質や
DNAなどに直接作用し機能障害を起こします。一
方、シグナル毒性の場合は、毒性物質は細胞にある
受容体に結合してシグナルを伝えるだけで十分に作
用が現れます。逆に、受容体の無い細胞では何の悪
さもしません。受容体と結合して誤ったシグナルを
出すことで障害を起こすんです。環境ホルモンは、
体の中に取り込まれた化学物質が女性ホルモンや男
性ホルモンの受容体にくっついて、誤った指令を出
してしまうので、シグナル毒性の一つと言えます。
しかし、シグナル毒性は、性ホルモンの受容体に対
する毒性に限られるものではありません。内分泌系
だけではなく、神経系、免疫系も同じ仕組みですの
で、神経系や免疫系に対する毒性もあります。

シグナル毒性が不可逆的な障害を引き起こす

菅野：受容体に結合して反応を引き起こす物質（ホ
ルモンなど、リガンドと言います）と受容体につい
ては、よく「鍵と鍵穴」のような関係と説明されま
すが、内分泌系のものなどは多少ルーズに作られて
いて、ドンピシャの「鍵」となる物質でなくても、
構造が似た物質でも鍵穴に作用することがよくあり
ます。受容体に本来の「鍵」となる物質ではなく別
の物質がくっついて、間違った種類のタンパクを、
間違ったタイミングで、間違った量を作るという間
違った指令（指令のことをシグナルと呼びます）を
出してしまうために有害な作用が生じるのがシグナ
ル毒性の基本です。またシグナル伝達は、通常小さ
な刺激でより大きな影響として働く（増幅系）ので、
ごく微量のばく露で影響がでて、閾値が設定しにく
いということにもなります。またシグナルのかく乱
ですから一過性で、遺伝子の損傷などの影響は起こ
しません。もし影響が残るとすれば、遺伝子の発現
を調整する仕組みであるエピジェネティクな仕組み
の変異を介してということになります。
　異常なシグナルが生じた時期によって影響は違い
ます。特に胎生期には、このようなシグナルを利用
して身体を作っていくので、そういう時期に異常が
生じると、身体の構造や機能に大きな影響が起こり
えます。シグナル毒性の典型的な具体例を一つご紹
介しましょう。
　1981年のノーベル生理学賞を受賞した視覚野の形
成に関する研究です。子猿の片目の瞼を縫い合わせ
てしまうと、開けない方の目の視覚野の神経領域が

従来の毒性とシグナル毒性の比較（環境ホルモン学会
ニュースレター Vol.11 No.2　１頁掲載の図を改変）
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発達しません。その子猿が大人になってから瞼を開
いても、見えるようにはなりませんでした。目玉に
異常はなくても視覚を喪失する皮質盲でした。
　人間でも、２歳以下の子どもに２日以上眼帯をさ
せると、眼帯をかけた目が弱視になります。もっと
も、ある程度の年齢までは、見える方の目を隠すこ
とでバランスを取り戻し、きちんと立体視ができる
ようになります。言語の発音、絶対音感など、俗に「頭
の固くならない内」でないと身につかないことは他
にもたくさんあります。要するに、適切な時期に適
切な刺激、即ち、シグナルが適切なところに届かな
いと正常に機能しなくなるということです。

ダイオキシンもシグナル毒性

立川：私たちは、ダイオキシンやＰＣＢが代表的な
環境ホルモンだと元々考えていますが、シグナル毒
性という観点からみると、どのように説明されるの
でしょうか。
菅野：ダイオキシンはとても不思議な物質です。通
常ダイオキシンを大量に投与すると、マウスは死ん
でしまい、人間も体がボロボロになります。ところ
が、ダイオキシン受容体を取り除いたノックアウト
マウスに大量にダイオキシンを与えても、ほとんど
症状が出ませんでした。つまり、ダイオキシンは受
容体が無いと毒性を示さないというシグナル毒性の
典型例の一つということです。

シグナル毒性をどうやって規制するのか

菅野：シグナル毒性のある物質については、発がん
物質のように確率論に基づいて閾値はないものとし
て、規制することは可能だと思います。実験で発が
ん物質を大量に与えると、100匹中100匹にがんが生
じます。そして、与える量を減らしていくと、がん
が生じる動物の数が減ります。閾値なしの発がん物
質については、100万人に１人とか10万人に１人と
いった一定の率でがんが生じる量は社会のコンセン
サスとして受け入れ、実質安全量を決めるという考
え方があります。実質安全量以下とした場合に、が
んを発症する人が出ても、社会として許容するとい
うことです。シグナル毒性についても同じように考
えて規制できると思います。妊娠中に胎児がシグナ
ル毒性物質にばく露されることによって、生まれて

きた子供が何らかの病気を発症するとします。世界
的には、ＡＤＨＤや自閉症をはじめとする情動認知
に関わる疾患、肥満、心臓病といった多岐にわたる
病気の発症が疑われて研究が行われています。これ
らのシグナル毒性へのばく露量が増えた場合に発症
率が上がるような用量相関性がいわゆる低用量域に
あるとすると、実質安全量の考え方で規制すること
は可能と考えます。遺伝子に傷をつけるタイプの発
がん物質には閾値はないと考えるのが普通です。私
は、ゆくゆくは基本的には発がんに限らず全ての毒
性にも閾値がないと考える方がよいのではないかと
思っています。その理由ですが、複数の化学物質に
よる複合影響まで考えると、一つ一つの化学物質に
閾値を設定するのには無理があるからです。既にダ
イオキシン（ダイオキシン類）については毒性の性
質が似た物質をまとめて、毒性等価係数（ＴＥＦ）
により合計した毒性等価量（ＴＥＱ）に基づき規制
していますが、この様な考え方で規制することがよ
いのではないでしょうか。
立川：私は皆が納得するような閾値を科学者だけで
決めることはできないと考えています。どこまで我
慢できるかという社会的要因が大事です。複雑系の
社会の中で、どのような規制や対策をとるかという
ことは、政治的な視点や、社会的な視点がなければ
決まらないだろうと思います。

リスク評価とリスク管理は別の主体が行うべき

菅野：食品の分野では、リスク・アナリシスという
考え方が提唱されています。これは、リスク評価と、
リスク管理と、リスク・コミュニケーションをまと
めた概念です。リスク評価は科学的な研究に基づく
ものであり、リスク管理はばくろ評価も含めたリス
ク評価をもとにどのように規制等するかを決めるこ
とにより、管理を行うものです。食品安全委員会は、
本当はリスク評価とリスク管理を分け、リスク評価
の部分のみを担うはずでしたが、実質的に評価と管
理の両方をやっています。
立川：私はリスク評価、リスク管理には少し偏見を
持っていて、役に立つことは確かですが、おかしな
いい方ですがあまり好きではありません。好き嫌い
ですから説得力はありませんが。国民の側からすれ
ば、毒性に関する情報の徹底的な公開を求めます。
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化学工業界にとって、毒性データはビジネスの根幹
に触れるもので反対するのは理解できます。しかし、
製品開発の過程で膨大な毒性情報が生まれていま
す。人類共通の財産として公開に向けて国際的枠組
みで対応してほしいものです。リスク評価と管理は
一般に専門家会議などを通して検討されますが、会
議の人選は重要です。リスク問題は専門家間でも意
見が分かれます。その人選によって結果が左右され
ることもしばしばです。国民にとって望ましい人選
をどう実現するかは、この対談の議題ではありませ
んが重要な課題と考えています。

健康食品は安全か

立川：化学物質は食品から取り込むことが多いので、
食品に関する規制をしたり、食生活を見直すことは、
環境ホルモンを含む化学物質全体に対する防御策に
なるのではないかと思います。食事・食品そのもの
の健康影響は、諸科学の進歩とともに改めて見直す
べき重要な課題と考えていますが、ここでは少し問
題を絞って考えたいと思います。農薬と医薬品はそ
れなりに毒性検討がなされ、一定の法規制も行われ
ていますが、医薬品と食品の中間の、最近流行りの
健康食品や保健用食品などの怪しげなものが相当出
ています。しかも、ほとんど野放しで十分納得でき
るようなデータがないまま発売されていることを懸
念しています。

菅野：食品については、毒性試験をもっと機能的に
行わないといけないでしょう。残留農薬や食品添加
物に関しては動物実験で明らかになった無毒性量に
100分の１の安全係数をかけて安全性が担保されて
います。しかし、シグナル毒性の観点からは、その
量で本当に安全と言えるのかは十分には検証されて
いません。さらに、ミリグラム単位または、それ以
下の量で含まれる添加物や農薬と違って、新しい食
品、これは食経験のない食品という事ですが、これ
は人間が食べる量がグラム単位だったり、10グラム
の単位だったりします。その100倍の量を実験動物
に食べさせて無毒性量を求める試験を行うのは不可
能（１日に動物に投与可能な量を超えてしまうため）
なものですから、添加物等に用いるのと同じ方法と
手順で行う従来の毒性試験だけでは人間にとって安
全かどうかは確認できません。

毒性の全体像が見える実験方法を

立川：細分化した様々な毒性試験を科学的に精緻に
行うことはできますが、その結果を総合化して、全
体像が見えるかとういうと、結構難しいと思います。
初めからざっくりとした大雑把な試験法も必要なの
ではないかと最近は考えています。
菅野：それに対する答えの一つとしてトキシコゲノ
ミクス（注）という高感度系の試験を行っていま
す。非常に感度がよく、微量の暴露でも何が体に起

2005年 1 月22日　国立医薬品食品衛生研究所にて
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こるかの分子レベルでの手がかりが分かります。一
番短い実験であれば２日、長くても14日程度ででき
ますので、それほどお金もかかりません。全遺伝子
の発現の変化を網羅的に調べるので、毒性の見落と
しの無い予測が可能です。シックハウスで問題にな
るようなごく薄いキシレンのガスを大人のマウスに
１週間吸わせて試験をすると、脳の中の海馬という
部分の、神経細胞の活動に影響する遺伝子の発現量
が低下していました。この部分は記憶に関係する部
分であるので記憶障害が疑われました。実際に、同
じ試験をしたマウスを特殊な試験法で検査したとこ
ろ、１日前に教えたことを忘れるという記憶障害が
起こっていました。ここで吸わせたキシレンの濃度
は脳の細胞を直接障害する濃度よりも1000倍程度薄
いので、「シグナル毒性」として働く濃度であると
考えています。大人のマウスの場合は、暴露の３日
後に検査してみると記憶力は回復しましたが、若い
マウスで追試中です。もしこのマウスでは３日後も
影響が残るとなれば、やはり大人と子どもはシグナ
ル毒性に対する感受性が違うという話になります。
　注）トキシコゲノミクス：化学物質を投与して動
　　物や細胞の遺伝子発現の変化を一斉に解析する
　　ことにより，遺伝子レベルでの毒性発現のメカ
　　ニズムの解明や、様々な毒性の予測を行う新し
　　い試験法のこと。
立川：今は、そういう試験法があるのですね。動物
実験では、わからないことが多いです。菅野先生が
おっしゃったような生化学的な端的に結果がすぐに
わかるものは、費用も安く、基本的に賛成です。
菅野：未だ動物実験は必要だと思うのですが、動物
の診断技術が進んでないことも問題です。人間であ
れば、レントゲンだけはなく、ＣＴだったり、がん
のマーカーの検査だったり、検体があれば遺伝子も
見たりします。ところが、動物の場合、診断のため
に血液検査ぐらいはしますが、人間の診断技術には
及びません。人間の場合は医者がサボっていても、
患者が勉強して、病院も探してきますから。アメリ
カでは、大富豪の患者がお金をかけて調べ、遺伝子
の欠損を突き止め、その欠損を補うウィルスを作ら
せて、実際に緩解したということもありました。動
物は物を言わず、動物から「調べてくれ」と言いま
せんから、通常の毒性試験で用いる診断技術は人間

の診断技術よりもずっと遅れているのです。脳の機
能に関する診断技術もそうです。
立川：医者や専門家だけでは、対応できる問題では
ないですね。だから、ＮＰＯやアクティビストの役
割も大きいと考えています。

妊婦と胎児をリスクから遠ざける

立川：国立医薬品食品衛生研究所では、周産期の化
学物質の影響についても取り組んでいるということ
でしたが、英国の産婦人科学会が2013年に出した「妊
娠中の女性のために」注）という妊婦向けの勧告は
学問的な背景もきちんとしており、極めて現実的な
対応を進めているので、素晴らしいと思っています。
　注）「生活科学のすすめ」ニュースレター　　　
　　vol.85.2-3(2014)
菅野：妊婦さんになるべく新車の自動車の購入を避
けるように勧めていますが、おそらく、新車ではプ
ラスチックからでるフタル酸や接着剤の揮発成分に
多くばく露するからでしょうね。結局、複合ばく露
を考えると、私たちがどこまで自分の身の回りの環
境を汚していいのかという問題に帰着するのではな
いでしょうか。リスク評価を行っている観点から言
えば、まずはリスクのある化学物質にばく露する環
境から高感受性の妊婦さんや乳幼児を遠ざけること
が大切だと思います。たとえば、哺乳瓶はガラス製
のものを使う。哺乳瓶は、日本国内向けではガラス
などビスフェノールＡを含まないものを販売してい
ますが、これは「自主規制」ですので、外国向けに
はポリカーボネート製がまだ作られていて、その一
部が逆輸入されたこともあると聞いています。
　せっかく業界が努力しても、他の者による抜け道
が残ってしまっている状況もあり、やはり法規制に
より管理をしていくことが重要ではないでしょう
か。
立川：今日は短い時間できわめてホットな話題につ
いて的確なお話をおうかがいでき、大変勉強になり
ました。ありがとうございました。

（2015年１月22日、国立医薬品食品衛生研究所にて
対談を行い、広報委員会が構成しました。）
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環境省における化学物質の
内分泌かく乱作用に関する取組と
今後の方向性について

環境省総合政策局環境保健部環境安全課　課長補佐　加藤　拓馬

　環境省における化学物質の内分泌かく乱作用（い
わゆる環境ホルモン）への対応は、平成10年に策定
された政策プログラム「SPEED	98’」にさかのぼり、
以後、平成17年「ExTEND2005」、平成22年「EXTEND	
2010」と更新を重ね、これまでに様々な成果をあ
げてきました。本稿では、現在すすめられている
「EXTEND	2010」の概要とこれまでにわかってき
たこと、これからの課題についてご説明いたします。
　EXTEND	2010は、大きく３つの特徴があります。
１つ目は、化学物質の内分泌かく乱作用を評価する
試験方法を確立し、その試験を実施することに重点
を置いています。２つ目は、各省庁との住み分けを
行い、環境省では環境中の生物に対する影響を優先
的に検討することとしています。３つ目は、国際的
な連携を一層強化することです。この方針に従い、
環境省では魚類を中心に様々な試験方法を諸外国と
協力して開発し、その試験を実施しています。
　では、環境省はどうやって化学物質がいわゆる環
境ホルモンとして働くかどうかを判断しているので
しょうか？　化学物質は無数に存在しており、片っ
端から生物試験を行っていては、大変無駄が多く
なってしまいます。そのため、環境省では、まず既
存の調査や文献を探して、河川などの環境中から実
際に検出されたことがある化学物質の中で、疑わし
い報告があるものを探します。その中から、簡易的
な試験で、生物の体がホルモンと間違えてしまう可
能性が高い物質を探します。これらの物質について、
実際にメダカなどを使って具体的にどのような作用
を示すか、試験を行います。この試験で、ホルモン
と同様の作用を示すことが判明した物質について、
長期にわたる繁殖への影響を調べた後、最終的な評
価を行います。現在までのところ、この繁殖への影
響を調べるための試験法が完成していないため、最

終的な評価を行った物質はありません。しかし、ア
メリカ合衆国と共同で、いくつかの試験が開発中で
あり、現在、他の国々も交えて正式な試験となり得
るかどうか議論をしています。ホルモンは種類が多
く、これらの試験ですべてが解明できるわけではあ
りませんが、今後、一部の化学物質は最終的な評価
が行われると予想され、必要に応じてリスク管理の
方法を検討することになります。なお、環境省では、
これまでの５年間で114物質について調査を開始し、
２つの物質については最終試験の手前までの試験を
完了しています。
　平成22年に策定されたEXTEND	2010は策定から
５年間目となり、見直しの時期を迎えています。見
直しに当たっては、環境省の検討会をはじめ、有識
者の皆様から多くのご意見を頂戴しております。例
えば、現在はまず、簡易的な試験で疑わしい物質を
抽出して試験を進めていますが、簡易的な試験では
判断が難しい物質があるのではないか？　といった
ご意見もあります。また、海外ではコンピューター
を使って、化学物質の構造から疑わしい物質を抽出
できないか？　といった検討もなされています。い
わゆる環境ホルモンの問題は世界でも注目を浴びて
いますので、海外の動向も踏まえつつ、多くの皆様
にご意見を頂戴し、時間をかけて議論していく必要
があると考えております。
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追悼

コルボーン博士の

最後の

メッセージから

　昨年12月14日、“環境ホルモン”（内分泌

かく乱化学物質）問題を世界的に提起した

コルボーン女史が、87歳でその偉大な人生

を閉じられました。家族に見守られ、世界

中の自然を愛する人たち、彼女の問題提起

に心を動かされた人たちに惜しまれた最後

でした。亡くなる半年ほど前に「もう今後

は一日に８時間以上は仕事をしない」と周

囲に宣言されたとのこと、最後まで時間を

惜しんで環境ホルモン問題の研究と知識の

普及、法律制定に向けて働きかけられまし

た。亡くなる一か月前に書かれた論文「見

逃されているヒトの健康と化石燃料ガスの

関連」（2014年11月14日）から、彼女の最後

のメッセージをお伝えします。

　科学者たちは、人間がもたらした地球温暖化など
の気候変動が、石油や石炭などの化石燃料を燃焼さ
せることによって生じたことを明らかにし、その代
替エネルギー源を模索しています。一方、別の科学
者たちは、もっと差し迫った人類の生存を脅かす“環
境ホルモン問題”を明らかにしました。それが深刻
化したのは、この化石燃料が内包するもうひとつの
重大な問題を見逃してきたことに原因があります。
石油や天然ガスを掘削する過程で、メタンやプロパ
ンなどの液体が天然ガスから分離されます。また、
石油化学の基礎となる化合物であるベンゼンやトル
エンは、６つの炭素原子をふくむベンゼン環（６角
系の亀の甲）を持っており、このカーボンリンクが
工業に利用されて、経済に役立つあらゆるインフラ
に利用され、現代社会を成り立たせているのです。
最近50年以上の間に、こうした化石燃料由来の化学
物質の曝露が増加し、その影響はヒトの内分泌系を
攻撃し、グローバルなパンデミック（疫病の流行）
を引き起こすまでに至っています。アメリカだけを
考えても、今日生まれる赤ん坊の約半分は将来糖尿
病や肥満になり、88人に１人（男の子は54人に１
人）は自閉症スペクトラム障害になる可能性があり
ます。それ以外にも、不妊、パーキンソン病、アル
ツハイマー病などに関する国家の経済的コストは膨
らむ一方です。それらすべての疾病は、胎児期、乳
幼児期、思春期、そして成人してからの化学物質曝
露によって引き起こされるのです。すなわち環境ホ
ルモン物質は、人間を人間たらしめる正常な内分泌
機能に干渉しそれを妨害します。1930年以前にはこ
のような疾患の問題はきわめて珍しかったのです。
　また、ホルモンは信号を伝達する化学物質として、
細胞や組織を活動させ続けたり、卵の孵化をコント
ロールしたり、子宮内で胎児の成長を開始させます。

環境ホルモンは、私たちの愛する力、お互いに
楽しむ力、共に問題を解決する力、社会性など
を奪いとって、人間を非人間化します。
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ホルモンは超微量のppb（十億分の１）やppt（１兆
分の１）レベルかそれ以下でも機能するのです。で
すから、ヒトの体内で受精直後に、ほんの僅かのホ
ルモンのシグナルの変化だけでも、一つの細胞が組
織になる一連の過程をおかしくさせてしまう可能性
があるのです。このような微量のホルモンの働きの
ずれによって、後の人生ではじめてわかるような発
達の異常も生ずるのです。胎児期など、化学物質へ
の曝露の時期が早ければ早いほど、後の人生での打
撃は大きくなるのです。
　この20年間世界中の科学者たちは、化学物質がい
かに内分泌機能をかく乱し不可逆的な影響を及ぼす
のかを明らかにしてきました。いくつかの研究は、
その影響が何世代も引き継がれることを示していま
す。それらの研究の中で、ホルモンをかく乱する化
学物質が脳の発達や行動にも悪い影響を及ぼすこと
を明らかにしました。
　環境ホルモンは、このように子どもの脳や神経の
発達に悪影響を与え、私たち人間の大切な能力であ
る「人を愛する力」、「お互いに楽しむ力」、「問題を
解決するために座って話し合う力」、そして「社会
性」などをなくさせ、人間を人間たらしめている
様々な能力を奪い取ってしまいます。現在、化石燃
料を使用し始めて４世代目の子ども達が育っていま
すが、悲しいことに彼らの未来には荒涼とした風景
が広がっています。それは、最近の人類社会の疫病
ともいえる自閉症スペクトラム障害をはじめとした
発達障害の蔓延です。気候変動の問題だけではなく
環境ホルモン問題もまた、化石燃料の使用に由来し
ているのです。発達障害の増加により、本当に健康
で知性がある人間が減少してしまったら、人間らし
い社会を維持して世界平和を保つことはもはや不可
能なのです。

環境ホルモンの標的は、生殖・ホルモン系だ
けでなく中枢神経系
　2008年に80歳をすぎたコルボーン氏は、環境ホル
モン問題をさらに深め広く知らせるための市民団
体、TEDX（The	Endocrine	Disruption	Exchange）
を設立しました。そして2012年、オバマ大統領に手
紙を書き「子宮内の胎児への産業界のテロ」が現実
となっている状況（ニュース2013年Vol.79号参照）
を訴え、化学物質削減に向けた国家的な対策を求め
ました。これまで環境ホルモンの影響といえば、オ
スがメス化するとか、精子数が減少するなど生殖系
への影響ばかりがクローズアップされてきました
が、コルボーン氏は、私たちの子どもの脳神経が化
学物質の影響をうけ、思考力、知能レベル、総合的
判断力などが低下することこそ社会にとって脅威で
あることを、そして、人間にとって致命的なのはむ
しろ中枢神経系への影響であることを、最後に私た
ちに伝えようとしたのでした。
　個人的には2000年にコルボーン氏が来日された時
に、つくばの国立環境研究所にてお会いする機会が
ありました。その後日本で起きている男児死産増加
の問題を、ヒトへの大切な環境ホルモン問題のひと
つとして注目されているとのことでした。また、日
本の環境ホルモン問題で、まだきちんと把握されて
ない現象があるのではないかといわれました。亡く
なられる半年程前に87歳という高齢にもかかわら
ず、最後まで子宮内の胎児の発達を脅かす環境ホル
モン問題の残された仕事に打ち込んでいられたこと
に、心から敬意を表したいと思います。そして私た
ち、とくに国民会議に残された課題が山積している
ことに、あらためて身が引き締まる思いです。
　　　　　　　　　　　　　　（理事　水野玲子）

環境ホルモンは、私たちの愛する力、お互いに
楽しむ力、共に問題を解決する力、社会性など
を奪いとって、人間を非人間化します。
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2020 年目標達成に向けた自治体の取り組み
①埼玉県

　国民会議では、今年度、「地球環境基金」の助成を得て、
ヨハネスブルックサミットで合意された、「2020年までに、
化学物質の人や環境に対する悪影響を最小化する」とい
う2020年目標の達成に向けた自治体の取り組みを調査し
ています。
　その第１回目として、去る２月10日、埼玉県庁を訪れ、
環境部大気環境課化学物質担当の西川氏、小澤氏に、埼
玉県における化学物質管理に関する取組状況についてお
話をうかがいました。
●独自の県条例（埼玉県生活環境保全条例）を制定

　埼玉県では、国の「化学物質管理促進法」（ＰＲＴＲ法）
の制定を受けて、ＰＲＴＲ法で指定された物質に加えて、
県条例で44物質を指定し、合計606物質について、ＰＲＴ
Ｒ法に定める排出量・移動量の報告以外に、①取扱量の

報告、②適正管理手順書の作成・提出、③環境負荷低減

主任者の選任・届出、④事故発生時の応急措置・通報・

届出、⑤ＭＳＤＳ（化学物質等安全データシート）の提

供などを事業者に義務づけています。
　もともと、埼玉県では、ＰＲＴＲ法が制定される前の
平成５年から、「化学物質環境安全管理指針」を定め、
353物質について取扱量の報告を求めていました。そこで、
ＰＲＴＲ法の成立を機に、ＰＲＴＲ法の指定物質に上乗
せする形で、県が独自に物質を指定するとともに、独自
指定物質を含めた化学物質について、取扱量の報告等の
事業者の義務を定めた条例を制定することになったもの
です。
　独自規制物質の選定については、大気汚染防止法の有

害大気汚染物質のリストと、「ＳＰＥＥＤ’98」の内分泌

※「物質名」は、埼玉県生活環境保全条例施行規則（平成13年規則第100号）別表第20の名称を記載しているが、これ以外の別
名もあり得ることに注意。
※太字の記載は、平成26年４月１日に変更された内容です。

表①　「県規則で定める物質リスト」
別表番号 CAS番号 物質名
1 7429-90-5 アルミニウム（粉状のものに限る。）
2 1336-21-6 アンモニア（アンモニア水を含む。）
3 540-84-1 イソオクタン
4 78-59-1 イソホロン
5 7647-01-0 塩化水素（塩酸を含む。）
6 7782-50-5 塩素
7 133-06-2 キャプタン
8 7790-94-5 クロルスルホン酸
9 126-99-8 クロロプレン
10 8007-45-2 コールタール
11 65996-93-2 コールタールピッチ
12 10026-13-8 五塩化りん
13 7719-12-2 三塩化りん
14 111-42-2 ジエタノールアミン
15 64-67-5 ジエチルサルフェート
16 108-94-1 シクロヘキサノン
17 108-01-0 ジメチルアミノエタノール
18 598-56-1 N，N- ジメチルエチルアミン
19 6145-42-2 1，1- ジメチルグアニジン

20 59080-40-9 等 臭素化ビフェニル（臭素数が 2から 5
までのもの及びその混合物を除く。）

21 7697-37-2 硝酸

22 14807-96-6 タルク（アスベスト様繊維を含むもの
に限る。）

別表番号 CAS番号 物質名
23 409-21-2 炭化けい素（繊維状のものに限る。）
24 109-99-9 テトラヒドロフラン
25 110-18-9 テトラメチルエチレンジアミン
26 75-50-3 トリメチルアミン
27 7446-9-5 二酸化硫黄（燃焼生成物を除く。）
28 99-99-0 パラ - ニトロトルエン
29 131-11-3 フタル酸ジメチル
30 91-15-6 オルト - フタロジニトリル
31 7783-61-1 ふっ化けい素
32 7782-41-4 ふっ素
33 111-76-2 2- ブトキシエタノール
34 7439-95-4 マグネシウム
35 67-56-1 メタノール
36 108-10-1 メチルイソブチルケトン
37 78-93-3 メチルエチルケトン（別名MEK）
38 1634-04-4 メチル - ターシャリーブチルエーテル
39 74-88-4 ヨウ化メチル
40 7783-06-04 硫化水素
41 7664-93-9 硫酸（三酸化硫黄を含む。）
42 77-78-1 硫酸ジメチル
43 7803-51-2 りん化水素（別名ホスフィン）
44 - ロックウール

事務局長・弁護士　中下　裕子
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かく乱作用の疑いのある物質リストの中から、ＰＲＴＲ

法の指定物質とされていない物質を選びました。当初は
39物質でしたが、平成26年に浄水過程で非意図的に生成
されるジメチルアミノエタノールなど５物質を追加し、
現在は44物質となっています（表①）。
　事業者にも、ＰＲＴＲ法では排出量・移動量の届出し
か必要がないのですが、県条例では、「取扱量」の報告も
求めるとともに、事業者の自主管理を促進するために、
全指定物質についての適正管理の手順書の作成・提出や、
環境負荷低減主任者の選任・届出を義務づけています。
これらのデータは、リスクコミュニケーションの前提の
資料としても活用されています。
●取り組みの成果は？

　これらの取り組みの結果、埼玉県では、平成13年から

24年度の間に、事業所からの排出量は60％削減されまし
た（注）。しかし、残念ながら、家庭からの排出量の削減

はあまり進んでいません。家庭からの排出量が多いのは、
合成洗剤、シャンプーに使われる界面活性剤や、衣料用
防虫剤等に使用されるジクロロベンゼンですので（グラ
フ①）、県としては、パンフレットを作成・配布して、本

当に必要かよく考えてから購入することや、正しく使用

することなどの周知に努めています。
●県有施設・樹木の消毒についての取組方針

　県庁舎・県立学校等の県有施設における農薬散布につ
いては、①病害虫の発生を確認せずに定期的散布はやめ

ること、②できるだけ農薬を使用せず物理的方法によっ

て駆除すること、③農薬を使う場合は、その量を必要最

小限にとどめること、などの方針を定めています。
　樹木の消毒についても、①定期的散布の中止、②せん
定など農薬以外の駆除方法をとること、③農薬を使用す
る場合は、まず散布以外の方法により、やむを得ず散布

する場合も、薬剤量や散布範囲を必要最小限にとどめる

グラフ①

こと、④散布にあたっては、周辺住民等関係者への連絡・

立札等の設置を行うなど安全確保に努めることとしてい
ます。
●リスクコミュニケーション

　化学物質による被害を防止するためには、各主体間の
リスクコミュニケーションが重要ですが、化学物質につ
いての住民の関心はあまり高いとはいえません。事業者
がリスクコミュニケーションの場を設定しても、一般住
民が集まらないというのが実情です。
　県としては、例えば、生涯学習や、大学の授業の中で
化学物質問題を取り上げてもらい、事業所の化学物質管
理担当者に講師を務めてもらうなどの働きかけをしてい
ます。
　県民の声にも耳を傾け、できることから実践を心がけ
ています。最近、「柔軟剤の臭いがきついので何とかして
ほしい」という苦情がありました。直ちに規制すること
は難しいので、県が作成した『化学物質と私たちのくらし』
（2014年版）というパンフレットの中に、「芳香性のある

柔軟仕上げ剤を使用するときは、使用量が過度にならな

いようにするなど配慮しましょう（自分にとっては快適

なにおいでも、他人は不快に感じることもあります）」と
記載しています。
＜ヒアリングを終えての感想＞

　埼玉県では、ＰＲＴＲ法ができる前から県独自の化学
物質管理を実施したり、ＰＲＴＲ法施行後は県条例によ
る独自の物質を規制対象とし、排出量のみならず取扱量
の報告を求めたり、適正管理手順書の作成を義務づける
など先進的な取り組みがうかがえます。
　しかし、国の管理体系と同じく、基本的には用途・分
野ごとの縦割り管理にとどまっています。自治体でも、
化学物質の総合的・一元的管理はまだまだというのが実
情のようです。

注）埼玉県「科学物質と私たちのくらし～健康で環境にやさしい
生活を送るために～2014」４頁

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0504/kagaku-shiryo-
pamphlet/documents/612055.pdf
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ビスフェノールＡは安全といえるか？
欧州食品安全機関の新評価書をどう読むか

　日常的に広く使用されている環境ホルモンである
ビスフェノールＡについて、欧州食品安全機関（Ｅ
ＦＳＡ）が2015年１月21日、「現在のばく露レベル
は非常に低く、消費者に何の健康リスクも与えない」
と発表した。（注 1）
　本当に安全だと言い切れるのか？　確認のためＥ
ＦＳＡの意見書を読んでみた。素人目から見ても問
題がありそうなポイントをまとめてみた。

大幅に減ったばく露推定量

　化学物質へのリスク評価の手法は、大きく２つに
分けられる。まず動物実験で影響無しといえる量（無
毒性量）を決め、それに安全係数（通常100分の１）
をかけて、人間での１日摂取許容量（ＴＤＩ）を決
める。
　同時に人々の実際のばく露量を推定する。摂取許
容量に比べて実際のばく露量が低ければ安全とな
る。ばく露量が摂取許容量を超えている場合は、安
全とは言えず、ばく露源（例えば食品容器からの溶
出）などの規制値を厳しくする必要がある。
　今回の評価でＥＦＳＡは、ビスフェノールＡの摂
取許容量を従来の１日当たり50マイクログラム／㎏
体重から、４マイクログラム／㎏体重と10分の１以
下に厳しくした。しかしばく露推定量が0.015～1.068
マイクログラム／㎏体重と摂取許容量より低かった
ため安全と判断された。（グラフ参照）
　2006年の評価でのばく露推定量が最大で11マイク
ログラム／㎏体重だったので、ばく露量が下がった
ことは喜ばしいことだ。ＥＦＳＡは、その理由を推
定手法がより洗練されたためだと書いているが、実
際は哺乳瓶などの禁止措置をはじめ食品容器へのビ
スフェノールＡの使用量が大幅に減ったことが大き
く貢献していると思われる。ＥＵの規制強化や業界

の自主的削減努力の結果安全になったわけで、もと
もとビスフェノールＡは安全だったというわけでは
ない。

却下された低用量影響

　しかし本当にこのばく露量で安全と言い切れるの
だろうか？　今回のＥＦＳＡの意見書では、いわゆ
る低用量影響といわれる、従来の無毒性量以下での
生殖影響や、脳の神経発達などを示した研究は全て
証拠不十分として却下されている。（注２）
　低用量の影響は存在しないという新しい証拠が増
えたのであれば説得性がある。しかし個別の研究結
果を専門家の間で評価して、証拠不十分なものは却
下したという方法をとっている。これだと、この妥
当性についてＥＦＳＡの専門家を信じるしかない。
しかし一方で、ヨーロッパではフランスの食品環境
労働衛生安全庁（ＡＮＳＥＳ）が、手法は違うもの
の専門家の委員会による評価を2011年に行ってい
る。そこでは、低用量影響を認めて、摂取許容量を
0.01ミリグラム／㎏以下というかなり厳しい評価を
発表している。（注３）
　人々の実際のばく露量の推定については、両機関
の違いはほとんどない。しかし摂取許容量が400倍
以上違うため、フランスの評価では現在のばく露量
でも有害という結果になる。（グラフ参照）
　そのフランスはＡＮＳＥＳの評価結果をもとに、
哺乳瓶だけでなくすべての食品容器へのビスフェ
ノールＡの禁止などを決定し、ＥＵに対しても感熱
紙への使用規制などを提案している。今回ＥＦＳＡ
の評価は、こうしたフランスの規制強化に冷や水を
浴びせる結果になった。
　ＥＦＳＡとＡＮＳＥＳの両機関の評価結果の違い
については、ＥＦＳＡの評価書の付録として、フラ

事務局・ジャーナリスト　植田　武智
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注１）内容の概略は食品安全委員会のＨＰに解説記事あ
り。http://www.fsc.go.jp/fsciis/foodSafetyMaterial/show/
syu04180220149
注２）EFSAの有害影響のもとになった動物実験は従来の
評価対象とされた高用量実験でのデータだ。同じ動物実験
の結果を元にしてなんで基準値だけが低くなったのかとい
うと、従来の動物の無毒性量（5000 マイクログラム / ㎏）
を100分の1にする従来の手法ではなく、「ベンチマークドー
ズ」や、動物と人間での化学物質の代謝・排出の違いなど
を考慮した「ヒト相当用量」など新しいコンセプトを採用
して、4マイクログラム /㎏という摂取許容量を導き出して
いるからだ。詳しくは食品安全委員会の解説記事を参照の
こと。
注３）https://www.anses.fr/sites/default/files/documents/
CHIM2009sa0331Ra-0EN.PDF
注４）その根拠として、不確実係数のかけ方が恣意的に見
えてしまうところがある。EFSAの評価書の草案段階では、
人間での無毒性量（代謝の違いなどを考慮して動物から人
間の等価用量（HED）に換算）を 1日当たり 113 マイクロ
グラム /㎏体重としていた。しかしパブコメでの企業から
のデータ提出を元に 609 マイクログラム /㎏体重と 5.4 倍程
度緩和された。そのままだと摂取許容量も 5.4 倍緩和される
はずだが、その後の不確実係数を、低用量影響の不確実性
を考慮して 6倍厳しくしたため、結論の摂取許容量は 4か
ら 5 マイクログラム /㎏体重とほぼ変更されなかった。つ
まり最初から 4から 5 あたりに数字は決まっていて、不確
実係数でつじつま合わせをした感がぬぐえないのだ。

ンスとの意見交換会の議事録が掲載されている。両
者とも毒性評価の判定法等の違いがあることを認め
ている。つまり、低用量での影響では専門機関の間
でも意見が分かれている状態が続いていると言え
る。
　実際ＥＦＳＡも評価書の中で、今回の４マイクロ
グラム／㎏の摂取許容基準は、一時的なものである
と書いている。低用量影響を検証するために現在実
施中のアメリカの国家毒性計画（ＮＴＰ）による大
規模な動物実験の結果を待って、見直す可能性があ
ると認めている。

ばく露量に合わせて摂取許容量を下げた？

　ＥＦＳＡの意見書を読んだ正直な感想は、実際の
ばく露量が下がった分だけ、摂取許容量も下げたの
かなと感じてしまう。本来ばく露量の評価と毒性評
価は別々であるべきで、摂取量に合わせて毒性評価
を合わせることはやってはいけないなのだが、そう
いった感想がぬぐえない（注４）。フランスのＡＮ
ＳＥＳの評価を受けいれれば、さらに対策が迫られ
る。そこまで踏み切れないため現状で安全といえる
ギリギリのところまで摂取許容量を下げてみたとい
うことではないのだろうか？

ビスフェノールＡに対する
ＥＦＳＡ（欧州）の評価とＡＮＳＥＳ（仏）の違い
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フランス
食品容器（接触材料）のビスフェノールＡ禁止

理事　水野　玲子

環境ホルモン問題は、欧州では最重要課題の
ひとつ
　去る１月15日、環境省主催の「化学物質の内分泌
かく乱作用に関する公開セミナー」が都内で開催さ
れた。欧州における内分泌かく乱物質（以下、環境
ホルモン）に関する最新情報をフランスの食品環境
労働衛生安全庁（ＡＮＳＥＳ）のゴンベルト博士
（Dr.Dominique	Gombert）が報告した。ＡＮＳＥＳ
は独立性、公平性、透明性をモットーに国民の健康
に関する政策提言をおこなうリスク評価に特化した
専門家組織であり、欧州内および国際機関と連携し
て高度な科学的知識をもとにリスク評価を行ってい
る。
　環境ホルモン問題は目下、欧州では規制当局とス
テークホルダーとの間で広く議論されている「最重
要課題」のひとつであるが、すでに化学物質の販売
や使用の規制に関するＥＵの重要法案の中に、環境
ホルモン物質に関する特別規定（例えば、REACH
規制）が入っている。また、医薬品、食品接触材料
などのように、環境ホルモン物質に関する特別規定

がない場合にも、哺乳ビンの中のビスフェノールＡ
禁止（ＥＵ指令2011/8）のように対象を絞った規制
が施行されているのが現状である。

フランスの取り組み――用途限定規制を導入
　フランスにおいて「環境ホルモン」問題は、ステー
クホルダーによって見解が分かれる課題ではあるが
政治的に注目されており、2014年８月「環境ホルモ
ン物質に関する国家戦略」が公表された。とくにビ
スフェノールA、アルキルフェノール類、フタル
酸エステル類、パラベン類、臭素、およびフッ素化
合物の調査研究が重要視されている。ＡＮＳＥＳは、
ビスフェノールAやビスフェノール類に関する意
見を発信し、欧州食品安全機関（ＥＦＳＡ ) や欧州
化学機関（ＥＣＨＡ ) との間でこの問題に関する継
続的な意見交換を行っている。ＥＦＳＡは、2015年
１月、ビスフェノールＡに対するTＤＩ（耐容一
日摂取量）をさらに低くすべきであるとする新しい
見解を発表しており、また、ＥＣＨＡも、ビスフェ
ノールＡを生殖影響１Ｂに分類した。このような状
況の中で、フランスは2015年１月より食品に接触す
る材料（プラスチック容器や缶詰など）中のビスフェ
ノールＡの使用を禁止した。同時に、代替物質に関
する報告書もだされた。国民会議では、この代替物
質に関する報告書を入手し次第、本ニュースレター
にてあらためて報告する予定である。

環境ホルモン規制最前線

フランスのＡＮＳＥＳホームページより引用
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環境ホルモン問題を知ろう
グリーンコープ共同体　専務理事　片岡　宏明

　グリーンコープは日本において環境ホルモンが問題
となった1997年から直ちに、環境ホルモン問題への対
応を開始した。1998年２月から組合員の学習会を開催
し、同年７月には、ビスフェノールＡが溶出する可能
性のある23品目の缶詰商品の供給を停止するなどの対
応を行った。また、組合員による河川水や水道水の
チェック、学習会の開催、商品包材のトレーの変更、
トレーのトレーへの再生も開始した。1999年秋には、
ダイオキシン問題の第一歩として塩ビラップ追放キャ
ンペーンに取り組んだ。
　その後、缶詰はビスフェノールＡの溶出しない材質
や検出限界値（５ppb）以下のものに変更し、環境ホル
モン物質と疑われる農薬を産直の青果（野菜）と米か
ら排除した。
　グリーンコープは1960年代末の設立以来、化学物質
を避け、プラスティックを出来るだけ避けてきた。そ
れは、食品汚染と環境公害とそれに伴う健康被害が発
生する状況に対して、子どもや家族の健康を守るため

に「生命（いのち）を守る食べもの」で健やかに生き
ることができるようにしたいと願う母親たちの素朴な
願いを一つひとつかたちにするものである。環境ホル
モン問題に対して、驚きと恐ろしさを持ったが、同時
に、身の回りの一つひとつのこと―合成洗剤追放、農薬・
化学肥料の削減、プラスティックの削減、４Ｒ（リフュー
ズ、リデュース、リユース、リサイクル）、出来るだけ
使い捨てにしない、出来るだけ生ごみを出さない―を
一人ひとりが気を付けて実践していくことが大切で意
義のあることを再認識した。しかし今、環境ホルモン
問題、化学物質の有害性の問題が知られにくくなって
いると言える。社会には様々な問題があるが、その解
決のために第一に必要なことは、問題の内容を知るこ
とである。今後、グリーンコープは設立の原点（母親
の願い）に基づく実践をさらに着実に進めながら、あ
らためて、環境ホルモンや化学物質の問題性を組合員
と社会に伝えて知らせていくことが必要と考えている。

生活協同組合パルシステム東京の「有害化学物質削減」の取り組み
環境・平和政策推進室　守屋由紀枝

　パルシステム東京の「有害化学物質削減」取り組みとい
えば、合成洗剤の環境汚染に対する長い取り組みが代表的
なものでした。しかし、1996年にシーア・コルボーン博士
が、共著の『奪われし未来』で「環境ホルモン」の考え方
を示して以降、それが、生殖や子供の脳や神経と深い関係
がある、あまりにも衝撃的な問題であったため、組合員の
強い要望を受け、解決に向けた取り組みを開始しました。
　ここでは化学物質の低容量作用がヒトや野生生物に与え
る影響が新しい問題でもありました。また、合成洗剤で使
用されている界面活性剤でありプラステック添加剤でもあ
るノニルフェノールには、内分泌かく乱作用があることが
明らかになりました。1998年には、３年間の時限組織とし
て「環境ホルモン全国市民団体テーブル」を９団体の連携
で立ち上げ、「ダイオキシン・ゼロ宣言No! 塩ビキャンペー
ン」等の具体的な行動を広げました。
　内部的にはその後、商品の環境ホルモン検査 ･ダイオキ
シン検査を実施し、数値を開示し、自主基準を設定しまし
た。ラップ類をはじめとする容器等の具体的な改善、環境

基準を設定して適用した事業所建設、リユース容器の拡充、
リサイクルシステムの構築などを行いました。以上がノニ
ルフェノールやフタル酸エステル、ビスフェノールＡの問
題が明らかになった以降の16年間の取り組みです。
　現在も、パルシステムグループの商品基準では、塩化ビ
ニールは使用禁止物質となっています。また、合成洗剤の
供給は行っていません。代わりに石けん、重曹、クエン酸
をつかった自然派おそうじを提案しています。多くの団体
が提携して取り組んだ、「化学物質政策基本法」の制定も
あきらめずに目指していかなければなりません。昨年「ダ
イオキシン ･環境ホルモン対策国民会議」が主催した化学
物質管理に関する国際市民セミナー「どうなる！どうす
る！ＥＵの環境ホルモン規制」にパルシステム東京として
協賛させていただきました。最近になって、男児の出生率
の数値など、環境ホルモン問題に関するさまざまな報告が
発表されており、2015年度は、内分泌かく乱物質の現状の
学習会を開催し、今後の「有害化学物質の削減」のために、
情報の収集と提供をすすめていく予定です。



ＮＥＷＳ
◎活動報告（15/01〜15/02）
01月15日　運営委員会
02月04日　次世代影響ＰＴ会議
02月10日　化学物質管理について埼玉県庁
　へヒアリング
02月11日　次世代影響ＰＴ会議
02月26日　化学物質管理について神奈川県
　庁ヒアリング
02月26日　運営委員会
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は、千葉県の柏市でも高い放射線量が測定
され、また、一時は東京都内の各地点での
放射線量の測定値が日々公表されていたが、
いつの間にかそのような報道も途絶えてし
まった）、さらに、トーマス監督のこの映画
に登場したお母さんたちに対しても、「不安
をあおるような映画に出た」とバッシング
が起きたそうだ（同監督の談話）。
　映画の中で県の担当者は、「このような測
定結果は原発の放射能によるものかどうか
科学的にはっきりしないので、みなさん安
心して下さい」と話していたが、事故直後
の政府の度重なる談話「ただちに健康に影
響があるわけではない」というコメントと
相まって、このような報告には問題を隠し
たい意図が見える。
　ひとりの子どもが、「僕たちはみんなガン
になって若くして死ぬんだ」と言っていた
ことが、心に残った。

（注）甲状腺に発生した嚢胞（のうほう）や結節（し
こり）の大きさの判定レベル。
[Ａ１] 結節や嚢胞を認めなかったもの
[ Ａ２]5.0ｍｍ以下の結節や20ｍｍ以下の嚢胞
を認めたもの
[ Ｂ ]5.1ｍｍ以上の結節や20.1ｍｍ以上の嚢胞
を認めたもの
[ Ｃ ] 甲状腺の状態から判断して直ちに再検査の
必要あり

編集後記 広報委員長佐和洋亮

映画「Ａ２－Ｂ－Ｃ」について
福島の子どもたちの今

　地域の自主上映委員会の企画によるこの
映画を観た。監督のアメリカ人イアン・トー
マス・アッシュ（40歳、10年間日本に在住）
は、震災直後から度々福島を訪ねて、カメ
ラを回し続けた。第１作目が「グレーゾー
ンの中」。いわゆるグレーゾーンと指定され
た地域で生活する人々の不安を描いている。
今回の「Ａ２－Ｂ－Ｃ」は、劇場映画とし
ては２作目。2012年11月から４カ月間を
かけて30キロ圏外の飯館村などで子どもた
ちの甲状腺被害の状況を撮影したものであ
る。
　福島県の公式発表によると県民健康調査
の結果、112人の子どもたちに甲状腺の異
常が見られ、内84人がガンだということで
ある。
　映像では、のどの検査を受ける子どもた
ちやその母親たちの不安な表情を映してお
り、女の子たちは結婚できないのではない
かとか、子どもを産むことの不安などを述
べており、これらの事実を公にすることよ
りか矮小化しようとしていることについて
の不満も聞かれた。
　実際に、福島県外では子どもについての
甲状腺検査は全くされておらず（震災直後

◎緊急カンパのお礼
　前号のニュースレターに緊急カンパをお願いしたところ、２月23日段階で、
50万円を超える寄付をいただきました。皆様の温かいご支援とご協力にお礼申
し上げます。

　今回のニュースレターの10～14ページは地球環境基金の助成により作成さ
れました。


