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要旨：2006 年 2 月の SAICM の採択は、国際機関、国、産業界などの政策に大きな影

響を与えている。ここでは、これまで世界の化学物質総合管理に関する議論の場であ

った IFCS が SAICM の採択によって受けた影響と IFCS の今後の見通しについて報

告する。また、第２回 ICCM の準備のために５つの地域で SAICM 地域会合が行われ

ることになった。このうち 2006 年にはアフリカ、中東欧、EU-JUSSCANNZ の３つ

の SAICM 地域会合が開催された。本報告ではこれらの動きを中心に SAICM 採択後

１年間の世界の動きの概要を検証するとともに SAICM に対する日本の取り組みにつ

いて考察を述べた。 
キーワード：SAICM、化学物質総合管理、IFCS、地域会合、国際動向 

 
Abstract: The Adoption of SAICM on February 2006 had an impact on the policy of 
international organizations, countries, industries, etc. The influence of the 
adoption of SAICM on IFCS and the prospect of the forum are reported. SAICM 
regional meetings at 5 regions were planned to prepare the second session of 
ICCM. African, EU-JUSSCANNZ and Central & East European regional meetings 
were held in 2006. The overview on the discussion at these regional meetings and 
the world movement after the adoption of SAICM are reported and the action of 
Japanese government for SAICM is also discussed. 
Keywords: SAICM, integrated chemicals management, IFCS, regional meeting, 
word movement 
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１．はじめに 

 1992 年 6 月にリオデジャネイロ（ブラジル）で開催された UNCED（United Nations 
Conference on Environment and Development：国連環境開発会議）における「アジェンダ 21：
持続可能な発展のための人類の行動計画」の採択に始まる国際的な化学物質総合管理の構築の

動きは、2006 年 2 月にドバイで開催された ICCM（International Conference on Chemicals 
Management：国際化学物質管理会議）で SAICM （Strategic Approach to International 
Chemical Management：国際的な化学物質管理のための戦略的アプローチ）が採択されたこと

によりまた一歩前進した。SAICM は、各国政府、国際機関、非政府組織、産業界、市民などに、

広範で具体的な化学物質総合管理活動を行うことを促している。 
しかし、第１回 ICCM では SAICM 文書の合意がなされ基本的な枠組みはできたものの、議

論不十分のまま今後の検討課題として先送りされた事項もあった。そのためその後、化学物質

総合管理に関係する国際会議や SAICM 地域会合の場で SAICM の具体的推進活動の議論が行

われている。本報では SAICM 採択後１年間の世界の動きを第５回 IFCS（Intergovernmental 
Forum on Chemical Safety：化学物質安全政府間フォーラム）、EU-JUSSCANNS 諸国による

SAICM 地域会合及びアフリカ地域、中東欧地域、アジア・太平洋地域のそれぞれの SAICM 地

域会合などを中心に検証するとともに SAICM に対する日本の行動について考察する。 

２．ICCM の決議 

 ICCM では 終的に SAICM の実施に関する準備、IFCS への要請および信託基金によるクイ

ックスタートプログラムの創設などが決議された。 
 この決議により、各国政府、国際機関、NGO、地域経済統合組織、市民社会、民間セクター

などの全ての関係者は、SAICM の実施のための行動を開始することになった。特に各国政府は、

他の関係者に活動開始の働きかけを行うことが求められている。また、国際機関や各国政府は、

各々が進めている既存の計画に SAICM を組み込むことが求められ、NGO や民間企業は、

SAICM を実施するための貢献が求められている。そして、これらの取組みに関する情報を共有

し、世界レベルで連携することを目的として SAICM 事務局を創設することが定められた。さ

らに地域や非政府機関と SAICM 事務局の緊密な連携を確保するために、各国政府、非政府組

織および地域にフォーカルポイントを指名することが決められた。決議では 2009 年に開催が予

定されている第 2 回 ICCM に向けて地域会合を開催することを推奨している。 
SAICM 推進能力が不足している途上国と市場経済移行国の支援のために各国政府には財政

的、技術的支援等の協力が求められた。そして途上国や市場経済移行国、特に後発途上国（注１）

や小島嶼途上国（注２）が SAICM の実施に取り掛かるため QSP（クイックスタートプログラム）

を開始することが決定され、そのための資金として QSP 信託基金の創設が決められた。その基

金のため、各国政府、地域経済統合組織、国際機関および NGO からの寄附が促され、基金の

運営のため基金実施委員会と QSP 理事会が設けられることになった（UNEP, 2006a）。 
 
（注１）後発途上国：途上国の中でも特に開発が遅れている国々。 
（注２）小島嶼途上国（しょうとうしょとじょうこく）：領土が狭く、太平洋・インド洋・カリ

ブ海などに位置する途上国。 
 
 また決議は、これまで国際的な化学物質総合管理に関する議論の場として大きな役割を果た

してきた IFCS についても言及している。IFCS は 1992 年に開催された UNCED（United 
Nations Conference on Environment and Development：国連環境開発会議）で採択されたア

ジェンダ 21 第 19 章に掲げられた実施課題を円滑に遂行するために創設された。IFCS は、各
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国政府代表の協議によって実施方針を定め、各国政府および国際機関の取組みの状況を検証、

調整、促進する場として定期的に開催されてきた（星川他，2007）。SAICM が採択され IFCS
の存在意義が変化したが決議は、これまで果してきた IFCS の役割を評価して今後も IFCS に

化学物質の管理に関する国際的な議論の場としてSAICMへの寄与を継続するよう求めている。 
 ICCM での決議を受けて、国際機関でも SAICM の実施に向けた取組みが開始された。SAICM
に関わりがある国際機関でのSAICMの承認や支持の声明の状況を表１にまとめた。SAICMは、

ICCM の決議にしたがって上記の各機関が行っている既存の活動に組み込まれていくものと推

定される。 
 

表１ 国際機関での SAICM の承認と支持 
国際機関 承認した会議 開催時期 参考資料 

UNEP 第 9 回特別管理理事会 
（Governing Council） 

2006 年 2 月 9 日 （UNEP, 2006b）

UNITAR 第 44 回理事会 
（Board of Trustees） 

2006 年 4 月 27 日 （UNEP, 2006c）

WHO 第 59 回世界保健総会 
（World Health Assembly）

2006 年 5 月 27 日 （UNEP, 2006d）

FAO 第 131 回理事会 
（Council） 

2006 年 11 月 20-25 日 （UNEP, 2006e）

ILO 第 297 回理事会 
（Governing Body） 

2006 年 11 月 2-17 日  

OECD 化学物質委員会（Chemicals 
Committee）と化学品、農薬

およびバイオテクノロジー

作業部会（Working Party）
の第 40 回合同会議（Joint 
Meeting） 

2006 年 11 月 （OECD, 2007） 

UNITAR（United Nations Institute for Training and Research：国連訓練・調査研究所） 
WHO（World Health Organization：世界保健機関） 
FAO（United Nations Food and Agriculture Organization ：国連食糧農業機関） 
ILO（International Labour Organization：国際労働機関） 
OECD（Organization for Economic Co-operation and Development：経済協力開発機構） 

 
 SAICM を遂行するにあたって、 も重要な役割を果たすのは各国政府である。各国の政府に

対しては、先ず情報交換のために SAICM に関して他の国や機関との連絡窓口の役目を果す国

の公式フォーカルポイントを指名することが求められた。日本のフォーカルポイントは関係省

庁連絡会議議長（環境省環境安全課長）である（環境省、2006）。 

３．IFCS 

3.1 IFCS の役割と機能 
 IFCS は、1994 年 4 月に開催された ICCS（国際化学物質安全会議：International Conference 
on Chemical Safety）で化学物質の評価と管理の全ての側面を考慮しながら政府、政府間機関、

非政府機関の間で協調して取組むためにその設立が決定された国際フォーラムである。 
IFCS の役割および機能は、2000 年に開催された第３回フォーラムで以下のように決定された
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（WHO, 2000）。 
 

・ 化学物質に関する協力活動の優先順位をつけること 
・ 適切な化学物質管理のための協調的な国際戦略を推奨すること 
・ インフラ整備、訓練、教育、研究調査および情報供給に関する国の化学物質管理の機能

を強化すること 
・ 化学物質の調和した分類と表示に関する国際的な合意を推進すること 
・ 科学的理解についての格差を解明すること 
・ 情報交換と訓練、教育および技術移転を含む技術協力を推進すること 
・ 進行中の活動の有効性を見直すこと 
・ 今後の活動のための提言と必要なフォローアップ機能の強化及び創成に関して助言す

ること 
・ 政府が行うべき化学物質管理関係業務について各国政府へ助言すること 
・ 政府機関および非政府機関の間の協力を促すこと 
・ 明瞭で矛盾の無い方法で国連のシステムの内または外の機関および他の団体間の業務

の適切な分配を推奨すること 
・ 大きな産業事故を含む化学事故の防止、事故が発生した場合の準備と対応のための国の

プログラムと国際的な協力の強化を促すこと 
・ 化学物質による中毒の防止と対応のためのプログラムの強化を促すこと 

 
 IFCS は、バンコクでの第４回フォーラムでの SAICM の準備に関する議論など SAICM の

作成を開始するにあたり重要な役割を果たした。しかし、上記 IFCS の役割と機能のある部分

が SAICM に盛り込まれたことにより IFCS の役目が終了したと考える向きもあったが、ICCM
での決議（I/3）には、次のように IFCS との協力関係の維持が盛り込まれている（UNEP, 2006a）。 

 
「IFCS が国際レベル、地域レベル、国レベルでの適切な化学物質管理の領域で果した類

い稀で多面的で重要な役割を認識し、一般的な関心事とともに新しい緊急の課題のため、

透明で開かれた包括的な会議を提供する重要な役割を続けるとともに、これを通じて

SAICM および他の化学物質に関連する国際機関の仕事の実施に寄与し続けるよう IFCS
に促す。」 

 
3.2 第５回 IFCS 
 2006 年 9 月 25 日から 29 日にブダペスト（ハンガリー）に 81 カ国の政府、12 の政府間機関

および 64 の非政府機関の代表が集まり第５回 IFCS が開催された（WHO, 2006a）。 
会議では、IFCS の役目は終了し、ICCM との機能の重複を避けるために廃止すべきであると

いう提案も出された。しかし、ICCM での決議を理由にこの会議では廃止の決議はなされず、

IFCS の存続に関しては次回以降のフォーラムで議論されることになった。そして、第６回 IFCS
に備えて、IFCS 事務局と SAICM 事務局との統合の選択肢も含めて、今後の IFCS の役割と機

能に関する原案作成のために作業部会を設立することが決定された。なお、第６回 IFCS の開

催地にはセネガルが立候補している。 
 会議で決定された方針は以下のとおりである。 

a. IFCS 事務局は SAICM 事務局と緊密な協力関係を築き維持する。 
b. IFCS が催す会議に SAICM 事務局を招待する。 
c. 第６回フォーラムに向けて、今後の IFCS の役割、ICCM との関係、および SAICM への

寄与などに関する決定案を作成するためのワーキンググループを設立する。 



化学物質総合管理における国際動向 
‐SAICM 合意後 1 年間の歩みを振り返る‐ 

化学生物総合管理 第 4巻第 1号 (2008.6)  88－111 頁 

連絡先：〒104-8410 中央区築地 5-6-10  E-mail: toshihiko_takahashi@jsr.co.jp 

受付日：2008 年 2 月 3日  受理日：2008 年 6 月 16 日 

 

92

d. ワーキンググループは、フォーラムの常任委員と５人の SAICM 地域フォーカルポイント

をメンバーとする。 
e. ワーキンググループの提案を基に次の ICCM 開催前に、第６回 IFCS を開催し ICCM で

議論するための案を提案する。 
f. シナジーと経費節減の理由で、ICCM のような国際会議に合わせて IFCS を開催する。 
g. 事務局を支援するため、全ての政府、政府間機関、民間セクターを含む NGO に自発的な

財政的および現物的資源の援助を募る。 
 
 会議では上記方針の決定以外に、①IFCS で取り上げるべきトピックス、②予防（Precaution）
の適用、③重金属、④玩具と化学品安全などの課題について議論された。以下、これらの議論

の内容を簡単に述べる。 
 
① フォーラムで取り上げる課題 
 今後取り組むべき課題について議論され、次のようなテーマが候補に挙げられた。第６回

IFCS に向けてフォーラム常設委員会が検討することになった。 
・ ナノ粒子、ナノ材料、ナノテクノロジー 
・ 残留性、生物蓄積性および毒性物質 
・ 有害金属（砒素、クロム、ニッケル、水銀、鉛、カドミウム、他） 
・ 代替および代替物質 
・ 電子機器廃棄物（e-waste） 
・ 飲料水の化学物質汚染 
・ 危険・毒性物質の不法取引 
・ SAICM の総合戦略および世界行動計画の下での活動の化学物質の優先順位 
・ 第１回 ICCM で事務局が準備した世界行動計画の資料で表 C としてまとめられ、第３回

SAICM 準備会議で世界行動計画の一部として提案されたが合意に至らなかった 21 項目

の活動について、第２回 ICCM での検討を進めるための情報収集（UNEP, 2005b） 
・ これまで IFCS で取り上げてきた課題に関するフォローアップ 

 
② 予防（Precaution） の適用 
 途上国および市場経済移行国にとり、化学物質に起因するリスクを回避するために予防的な

取組みを行うことが難しいという現状がある。予防に関する知識や能力、情報の不足がその理

由である。会議では、国内の化学物質管理活動の取り組みに予防を適用しようとしている途上

国および市場経済移行国を支援するため、情報へのアクセスや能力形成に関して議論された。

そして、第６回フォーラムまでの間に次の活動の実施を関係者に求めた。 
・ 情報及び事例から学んだ教訓の共有 
・ 複数のセクター間の対話 
・ 途上国および市場経済移行国における国内の状況に応じて、予防的取組みの適用を判断す

るためのツールの提供と能力形成の支援 
 
③ 重金属 
 重金属、特に水銀の問題に関しては、環境汚染や人への暴露の低減が提起されており、本会

議の前にスイス政府が重金属の問題に関するサイドイベントを開催した（WHO, 2006b）。本会

議では欧州の数カ国から全世界で鉱山での採掘を止め世界市場への過度な供給を絶つという提

案がなされた。また、欧州、アジア・太平洋地域、アフリカの諸国から法的規制の推進が提案

されたが、米国が反対した。重金属の課題に関する論議の結果として「水銀、鉛およびカドミ



化学物質総合管理における国際動向 
‐SAICM 合意後 1 年間の歩みを振り返る‐ 

化学生物総合管理 第 4巻第 1号 (2008.6)  88－111 頁 

連絡先：〒104-8410 中央区築地 5-6-10  E-mail: toshihiko_takahashi@jsr.co.jp 

受付日：2008 年 2 月 3日  受理日：2008 年 6 月 16 日 

 

93

ウムに関するブダペスト声明(The Budapest Statement on Mercury, Lead and Cadmium)」が

発表された。 
 
④ 玩具と化学品安全 
 玩具に含有されている有害物質による被害が途上国で発生しており、その対策が求められて

いる。例えば、プラスチック製玩具に含まれていた鉛やカドミウムのような重金属やトルエン

を含有する玩具についての問題が報告された。玩具中の化学物質による暴露に起因する潜在的

な化学品リスク、潜在的な化学品リスクを評価する現行の取り組み、および玩具に起因する化

学的有害性から子供を守る活動について議論され、次に挙げる活動が推奨された。 
 
・ 特に玩具の設計者と製造者、玩具の供給と販売における意思決定者、玩具の安全に関わる

行政と規制者等に対して、玩具が安全であることを確実にするために予防を含む全てのツ

ールと取り組みを採用することを促す。 
 
・ 政府、途上国および市場経済移行国の玩具製造者、消費者団体、およびその他関係者に次

の目的のための対話を促す。 
ｱ) 玩具中に存在する懸念化学物質を特定し代替の可能性を検討する。 
ｲ) 玩具に通常使用される化学物質およびその使用による有害性に関する情報を共有する

状況を作り出す。 
ｳ) 国および地域に玩具中の化学物質の含有量を検査しその結果を共有することを促する。 
ｴ) 玩具の使用に関係する製品安全と子供の健康への影響に関する研究を促進する。 
ｵ) 両親と子供、ヘルスケアの専門家、中小製造業者および非公式セクターといった重要

なグループ間の化学品安全と玩具の問題についての教育を支援する。 
 
・ 政府と産業界に玩具の安全性に関するガイダンスの作成と国際的な標準への調和を促す。 

重点項目は、次のとおり。 
ｱ) 玩具中の化学物質含有量の決定と明文化 
ｲ) 鉛や水銀のような有害毒性影響をもたらしそうな物質の玩具への使用を排除する活動 
ｳ) 玩具中の有害化学物質への暴露から、子供達を保護する活動 
ｴ) 安全表示 

４．SAICM 地域会合 

 SAICM の総合戦略（Overarching Policy Strategy）には、地域会合が SAICM の策定に重要

な役割を果たしたことが述べられている。そして、今後も地域会合に SAICM の活動に関する

援助、ICCM の準備および地域の専門家の交流と情報交換を促進することが期待されている。 
地域会合に求められている機能を表２に示し、2008 年 2 月までに開催された地域会合を表３に

示す。 
 

表２ 総合戦略に述べられている地域会合の役割 
(ⅰ) 地域における SAICM の進捗状況を検証する 
(ⅱ) 地域レベルで全ての関係者に実施に関するガイダンスを提供する 
(ⅲ) 技術的又は戦略的な議論や情報交換を行うことを可能にする 
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表３ 地域会合等の開催実績 
会 合 時期（年・月・日） 開催地（国） 

アフリカ地域（第 1 回） 2006・9・11～14 カイロ（エジプト） 
EU-JUSSCANNZ 諸国（第 1 回） 2006・11・20～22 バルセロナ（スペイン）

中東欧地域（第 1 回） 2006・12・4～6 リガ（ラトビア） 
アラブ諸国 2007・4・1～2 カイロ（エジプト） 
アジア・太平洋地域（第 1 回） 2007・5・21～23 バンコク（タイ） 
EU-JUSSCANNZ 諸国（第 2 回） 2007・6・12 パリ（フランス） 
EU-JUSSCANNZ 諸国（第 3 回） 2008・2・12 パリ（フランス） 
ラテンアメリカ・カリブ海地域（第 1 回） 2008・2・14～16 パナマシティー（パナ

マ） 
 
4.1 アフリカ地域会合 
 39 カ国の政府、国際機関および NGO（非政府機関）の代表が参加した。（UNEP, 2006f） 
国： アルジェリア、ベニン、ボツワナ、ブルキナファソ、カメルーン、コモロ、コンゴ共和

国、コートジボアール、コンゴ民主共和国、ジブチ、エジプト、エチオピア、ガーナ、

イラク、ケニヤ、レソト、リベリア、リビヤ、マダガスカル、マラウイ、マリ、モーリ

タニア、モーリシャス、モロッコ、ナミビア、ニジェール、ナイジェリア、ルワンダ、

アセネガル、セーシェル、シエラレオネ、南アフリカ、スーダン、トーゴ、チュニジア、

ウガンダ、タンザニア、ザンビア、ジンバブエ 
国際機関：バーゼル条約アフリカ地域調整センター、バーゼル条約英語圏アフリカ地域センタ

ー、バーゼル条約仏語圏アフリカ地域センター、アラブ諸国のための訓練と技術移転の

バーゼル条約地域センター、UNDP、UNEP、UNIDO、UNITAR、WHO 
NGO： Agenda for Environment and Responsible Development、Arab Office for Youth and 

the Environment、Association of Consumers of Goods and Services、CropLife Africa 
Middle East 、 CropLife Egypt 、 Day Hospital Institute for Development and 
Rehabilitation、Environmental Health Fund, Groundwork、International Chamber of 
Commerce、International Council and Analytical Toxicology、National Consumer and 
Environmental Alliance of Togo、Pesticide Action Network, Tanzanian Plantation and 
Agricultural Workers Union、Tunisian Association Network, Tanzania Plantation and 
Agricultural Works Union、Tunisian Association for Child and Environmental Rights、
Dares Salaam 大学 

 
(1) 地域内の調整 
 会合では、アフリカ地域のフォーカルポイントの Ms.Abiola Olanipekun（ナイジェリア）に

対する１０項目の委任事項が明文化されるとともに、QSP 理事会の地域代表への委任事項も明

文化された。SAICM 策定の初期に創設されたアフリカ・コアグループが SAICM の実施のため

に継続することが合意され、その構成（表４）、作業手順およびアフリカ地域のフォーカルポイ

ントの支援をはじめとする委任事項について明文化された。また、SAICM を効率良く実施する

ために、関係する作業領域や活動間の連携、地域や国の実施計画間の連携、SAICM と関連する

他のイニシアチブとの連携および健康や環境など関係するセクターの活動間の連携など、各種

連携の強化に関して議論され、地域レベルおよび国レベルで必要とされる連携に関する文書が

採択された。 
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表４ アフリカ・コアグループの構成メンバー（2006 年 10 月現在） 
 メンバー 
北部アフリカ モロッコ、チュニジア 
東部アフリカ マダガスカル、タンザニア 
南部アフリカ 南アフリカ、ジンバブエ 
西部アフリカ コートジボワール、リベリア 
中部アフリカ 未定 
地域フォーカルポイント ナイジェリア（Ms. Abiola Olanipekun） 
QSP 理事会地域代表 ブルンジ（Mr. Adolphe Nahayo）、 

エジプト（Mr. Tarek El-Ruby） 
地域組織 バーゼル条約地域調整センター 
市民社会組織 ICCA、IPEN、TPAWU 
IOMC WHO 

 
(2) 各国における SAICM の実施状況 
 地域における SAICM の実施計画は、アフリカ・コアグループが作成した原案を基に修正し

たものが採択された。また、エジプトが準備した「国の実施計画のためのガイダンス」をUNITAR
が作成中のガイダンスに取り入れることになった。また、国際機関からの支援に関しては

AMCEN（African Ministeral Conference on the Environment：環境に関するアフリカ閣僚会

議）第 11 回定期会議での議決５に記された実行の仕組みが採択された。本議決には、SAICM
の承認、各国政府にたいする SAICM フォーカルポイントの指名、各国政府に対する SAICM の

実行計画の作成開始の勧告、SAICM 実施活動を行うアフリカ諸国の要求に関係する国際機関が

優先的に支援することの勧告等が盛り込まれている。 
 
(3) SAICM クイックスタートプログラム（Quick Start Programme） 
 アフリカ地域は、後発途上国が も多い地域であり、 貧国と呼ばれる国が集中している。

このような国々が化学物質管理を適切に行うことが困難であることは想像に難くない。インド

ネシアのバリで 2004 年 12 月に開催された「技術的支援と能力開発に関する政府間戦略計画に

ついての政府間ワーキンググループ」において「技術的支援と能力開発のためのバリ戦略計画」

が採択された（UNEP, 2005a）。SAICM の総合戦略は、財政的配慮（Financial consideration）
の項目において財政的支援をとりわけバリ戦略計画に基づくべきであることを述べている。そ

してその具体的方策としてクイックスタートプログラムを確立し初期の能力形成の支援を行う

こととした。このプログラムは第１回 ICCM において財政支援の資源に関してアフリカ地域諸

国の財政支援の要望と米国を中心とする先進諸国の議論の妥協的方策として取り入れられ、自

発的出資による信託資金を財源としている。そのような事情からアフリカ諸国からのクイック

スタートプログラムへ多くの申請が寄せられている。 
地域会合での議論の中で示された地域としてのプロジェクトとして、「能力形成や従事者の訓

練を含んだ GHS の実施」や「税関職員の訓練を含む不法な化学物質と廃棄物の取引に関するプ

ロジェクト」など 15 項目ほどのプロジェクトが挙げられた。 
 
(4) 第２回 ICCM への準備 
 第２回 ICCM の準備に関して、SAICM の実施の進捗の報告、世界行動計画（Global Plan of 
Action）の今後の展開および ICCM の手続きの規則について議論がなされた。 

SAICM の実施の進捗の報告については、カナダ政府により SAICM 実施に関する報告書の様
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式に関して進捗の指標を含む提案がなされている。これに対して各国で検討し 2006 年 12 月 15
日までに SAICM 事務局へ見解を連絡することで合意された。 

SAICM の世界行動計画の更なる発展に関してアフリカ地域の立場は、ICCM 以来変化してい

ない。すなわち SAICM の世界行動計画の表 B の空欄となっているマスに記載がなされ、準備

段階で存在した表 C（UNEP, 2005b）のような追加的要素が加えられることを望んでいる。ま

た、現状での地域の優先度は、地域の活動計画に集中されることと地域のための持続的な基金

の確保におかれるべきであるという一般的合意がなされた。 
 ICCM の手続きの規則に関して ICCM では採択されておらず、その決定は 2009 年に開催が

予定されている第２回 ICCM に持ち越された。そのための法的事項、技術的事項に関するワー

キンググループの会合が 2008 年の末頃に開かれるかもしれない。アフリカ地域としては、その

ような会合が開かれる場合、少なくともアフリカの準地域（東、西、南、北、中央）から一人

の代表が出席できることを望んでいる。 
 
(5) 財政的配慮 
 財政的配慮に関して、アフリカ地域における SAICM の遂行のための追加的資金を用意する

ため資金提供国に既存および新規の資金援助を求めた。また、アフリカ各国政府に対して、開

発援助の要求に化学物質の適正管理を含め援助国はこれに肯定的に対応することなど、関係者

に対する 11 項目の要求を成文化した。これらは概ね SAICM 総合戦略から導出されたものにな

っている。 
 
(6) SAICM 事務局の創設 
 SAICM 事務局の創設に関して、透明性のある情報交換や事務局の活動についての情報の必要

性などが挙げられた。その他にも英語以外の国連公用語での情報提供など関係者への情報の周

知に係る要望が事務局に求められた。 
 
(7) 今後の地域または準地域の会合 
 次回の ICCM までの期間における地域または準地域の会合に関して各準地域の代表は、もう

一回地域会合を開催することに加えて準地域での会合が必要であることを表明した。準地域会

合では、GHS、有害化学物質および廃棄物の違法取引、水銀・カドミウム・鉛などの優先度の

高い化学物質の特定と管理などに関して議論がなされる。 
 第一回 ICCM では明確な決定がなされなかった事項についてアフリカ地域の立場を明確にす

るために第２回 ICCM の 6 ヶ月前の 2008 年後半に地域会合を開催することが提案され、タン

ザニアがホスト国に名乗り出た。ただし、開催するかどうかは他の地域とのバランスを考慮し

なくてはならず資金的に難しい面もある。 
 
(8) その他 

会議の約１ヶ月前に発生し会議前日までに６人の死者を出したコートジボワールでの有害廃

棄物事件がとり上げられた。このような惨事が繰り返されないようアフリカ地域としての声明

が出された。 
 
4.2 中東欧地域の会合 
 １６ヶ国の政府、国際機関および NGO（非政府機関）の代表が参加した。 
国： アルメニア、ベラルーシ、ブルガリア、クロアチア、チェコ、グルジア、ハンガリー、ラ

トビア、リトアニア、ポーランド、マケドニア、モルドバ、ルーマニア、セルビア、スロ

ベニア、ウクライナ 
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国際機関：クリーナープロダクションの地域活動センター、UNECE（United Nations Economic 
Commission for Europe：国連欧州経済委員会）、UNEP、UNIDO、UNITAR、WHO、

世界銀行 
NGO：AWHHE（Armenian Women for Health and Healthy Environment）、バルチック環境

フォーラム（Baltic Environmental Forum）、バーゼル条約地域センター（Basel 
Convention Regional Centre）、CropLife International、ECOTOX、Environmental 
Health Fund、ICCA、ICMM（International Council on Mining and Metals） 

 
 (1) 地域内の調整 

中東欧には、EU に所属する国と市場経済移行国が混在しているという特徴がある。したが

って、EU-JUSSCANNZ の会合に参加する国の一部がこの地域の会合にも参加している。地域

のフォーカルポイントには 2006年 3月から 4月に行われた旧 SAICM準備委員会事務局代表に

よる調整を経て、ルーマニアの Ms. Rodica-Ella Morohoi が指名された。 
地域フォーカルポイントを決めるにあたって委任事項を作成するかどうか賛否両論があった

が、コンタクトグループを設けて委任事項を起草することになった。起草された委任事項はこ

の会合で審議され採択された。採択された委任事項は次のとおり。 
 

（A）役割と責任 
(a) 各国の SAICM フォーカルポイントを通じて地域における SAICM の実施を促す。 
(b) 他の地域との経験の共有を促進する。 
(c) SAICM 事務局と相談し地域会合を促す。 
(d) 国のフォーカルポイント、地域の機関、NGO、地域のその他参加者から集計した取

組み事項を優先順位を含めてまとめる。 
(e) 地域および準地域のプロジェクトを特定し、SAICM の国のフォーカルポイントおよ

び SAICM 事務局と共同でそのようなプロジェクト実施のための資金源の確保を支

援する。 
(f) 地域会合提出用の地域プロジェクト進展報告書の準備と中東欧の利害関係者による

ICCM への報告を促す。 
(g) SAICM 事務局、ICCM および他の関係するフォーラムに中東欧の意見を述べる。 
(h) SAICM の実施について、地域および準地域との連絡をとる。 
(i) もし必要ならば、この地域の代弁を確実にすることを目的として、国のフォーカルポ

イントと相談して、SAICM の臨時ワーキンググループおよび会議の地域代表を推薦

し任命する。 
(j) SAICM 事務局との緊密なコンタクトを維持して、国の SAICM フォーカルポイント

への情報の周知に関して支援する。 
（B）任期 

2009 年に開催される第二回 ICCM の閉会までとする。 
 

 QSP の理事会への地域代表には、Ms. Irina Zastenskaya（ベラルーシ）と Mr. Givi 
Kalandadze（グルジア）が任命された。地域フォーカルポイントの場合と同様に、地域

代表への委任事項がコンタクトグループにより起草され、会議で採決された。 
 

 地域における SAICM の実施に関係する国際的な活動状況について、SAICM 事務局代表、

IFCS 常設委員会の地域代表であるラトビアの代表、Environmental Health Fund の代表、

UNEP DTIE のオゾン活動支部（OzoneAction Branch of UNEP's Division of Technology, 
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Industry and Economics）などから各々の機関に関係する状況が報告された。地域会合議長か

らノルディック議会（Nordic Council）、 バルチック環境フォーラム、ヘルシンキ（バルチッ

ク海洋環境保護）委員会の枠組みにおける活動が紹介された。バルチック環境フォーラムに関

しては、同フォーラムの議長によりその歴史ならびに活動内容、特にエストニア、ラトビアお

よびリトアニアにおける適切な化学物質管理のための注意喚起に関する活動が述べられた。将

来的には、上記３主要国の範囲を越えて活動が拡大する可能性がある。 
 次の会議の予定が言及された。 

・環境と健康に関する次期欧州閣僚会議（2009 年、イタリア） 
・欧州の環境プロセスと関連の閣僚会議（2007 年 11 月 10～12、ベオグラード） 

 
(2) 地域内における SAICM の実施状況 

地域の活動計画を作成するかどうかについて議論されたが、国の活動計画が未だ作成されて

いない国がある上に、この地域の各国の経済的発展状況が異なる事情から一致した結論には至

らなかった。コンタクトグループを発足させて検討したが、第２回 ICCM へ向けて地域の見解

をまとめる必要性があることで合意されたものの実際の内容の合意には至らなかった。そこで、

情報交換のために、ハンガリー、ラトビア、マケドニア、モルドバ、地域フォーカルポイント

（ルーマニア）、QSP 理事会の地域代表（ベラルーシ、グルジア）をメンバーとする「bridging 
group」が設立された。 
 
(3) 各国における SAICM の実施状況 
 SAICM の実施に関する質問表に対し、ベラルーシ、マケドニア、セルビア、スロベニア、ハ

ンガリー、モルドバの６カ国が回答している（UNEP, 2006q）。 
上記諸国のうち、SAICM 実施のための省庁間の調整に関しては、スロベニアとモルドバのみ

が実施している。関係者による計画会議を実施したのは、スロベニア、ハンガリーおよびモル

ドバであるであり、ベラルーシは 2006年 11月 21日～22日に開催する予定である。国のSAICM
実施計画の準備については、マケドニアとスロベニアが実施しており、ベラルーシは 2007 年 2
月に実施する予定としている。QSP への申請に関しては、マケドニアとセルビアが既に申請を

しており、ベラルーシとモルドバは申請の準備をしている。 
ラトビアは、REACH と GHS への対応を優先し未だ回答していない。リトアニアも未回答で

あり、SAICM の実施に関しての公式な国家の計画はない。化学物質についてはまだ優先的な課

題ではなく、資金不足の同国では廃棄物と水に関する課題がより重要である。同国は、REACH
が同国の化学物質管理に大きな寄与をすると期待している。アルメニアも未回答であるが、閣

議で活動計画が承認されれば SAICM のプロセスが実行される予定である。 
 ハンガリー、スロベニア、ラトビアなど EU 加盟国は、REACH や GHS に関する活動を通じ

て SAICM が実施される面がある。ハンガリーは、資金提供ではなく労力提供の面で途上国お

よび市場経済移行国への支援提供国となった。 
 22 カ国のうちフォーカルポイントが指名されているのは 13 カ国に過ぎず、まだ指名してい

ない国にフォーカルポイントの指名が促された。また、国のフォーカルポイントの役割と責任

についてのガイダンスは作成しないことが合意された。 
 
(4) SAICM クイックスタートプログラム 
事務局は、QSP 信託基金への要求が資源を凌駕していると認識しており、できるだけ広いド

ナーグループにより安定的に公平な基金の補充を通じて信託基金の持続可能性を確保したい考

えである。 
参加者からは、現在の QSP について、信託基金への寄付は５年間、支払いは７年間と限定さ
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れているが、より長期的な財政面での支援活動があってもよいとの意見があった。また、QSP
の申請書を作成するにあたっての追加的な支援や申請の優先順位をつけるためのガイダンスの

作成が必要であるとの意見も出された。 終的に、ビジネスプランを作成するという事務局の

提案が合意された。 
 
(5) 国際機関および非政府組織（NGO）の活動（UNEP, 2006r） 
1) UNECE（United Nations Economic Commission for Europe：欧州国連経済委員会） 

ゲント（ベルギー）で 2006 年 3 月 20 日に開催された国際 PRTR コーディネーティング

グループの第一回会合の報告など、主に PRTR に関する活動が報告された。 
 

2) クリーナープロダクションのための地域活動センター 
地中海沿岸の 21 カ国の汚染防止メカニズムに関する一連の活動が報告された。活動とし

ては、産業廃棄物の管理、クリーナーテクノロジーのデータベース作成および国レベルでの

残留性有機汚染物質に関する活動のほかに、技術的な研究、訓練と能力向上、民間セクター

との協力などを行っている。 
 

3) 世界銀行 
開発支援戦略の中に貧困の緩和および化学物質の管理を統合する。具体的には、有鉛ガソ

リンの段階的廃止、アフリカのストックパイルプログラムへの関与、産業的汚染管理のため

の技術的な支援などが挙げられる。 
 
4) UNEP の技術・産業・経済部(DTIE)のオゾン活動支部 

モントリオール議定書に基づき、オゾン破壊物質の持続的な削減とこれに関する教育を行

っている。市場経済移行国および種々の地域および世界関税機構（WCO）、地域情報連絡事

務所（Regional Intelligence Liaison Office）、環境研究機関（Environmental Investigation 
Agency）、国際冷凍研究所（International Institute of Refrigeration）のような国際的な団

体と共同で活動中である。 
 
5) IPEN（International Persistent Organic Pollutants Elimination Network） 

中東欧地域の 19 カ国で残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約に焦点をあてた

世界環境基金プロジェクトを実施している。このプロジェクトでは、化学物質の有害性と

SAICM の重要性など、公衆を対象とした注意喚起等の活動を行っている。 
 

6) ICMM（International Council of Mining and Metals） 
金属および鉱物の管理を促進するため、マテリアル・スチュワードシップ・ポリシーを柱

に活動を行っている。UNEP と共同で化学物質のライフサイクル管理を実施する方法を開発

し、リスクを基本とする化学物質管理の取組みだけでなく金属のヒトの健康と環境へのリス

クを調査している。 
 
7) European Environment Agency 

長距離越境大気汚染に関する UNICE 条約、EU の温室効果ガス放出目録および WHO と

共に環境と健康の指標の開発に関する支援を行っている。 
 
8) クロップライフ・インターナショナル（CropLife International） 

農薬の流通と使用に関する取扱い規則に関して FAO と共同して取り組み、FAO に実施プ
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ロセスのための技術的な支援を行った。 
 
(6) 財政的配慮 

途上国支援のための財政上の支援に関して、既に開催済みのアフリカ地域および先進国

（EU-JUSSCANNZ）の会合の結果を踏まえて議論された。 
ICCA は、基金への資金提供は出来ないがより具体的なプロジェクトの支援は可能であり、

現在、途上国に人的資源を提供するために、政府間機関と共同で働く退職した専門家の登録簿

を作成している。世界銀行によれば、ガバナンス、貧困削減、水資源、子供の健康のような優

先的課題に化学物質の適正管理を統合することで多国間または二国間のドナー機関からの融資

が得られやすくなると期待される。 
中東欧地域としては、SAICM の実施のために GEF を活用するというアフリカ地域の意見と

開発計画に化学物質管理を重点的に盛り込むという目的を支持することを表明した。そして、

SAICM/RM/CEE.1/3 の付属書Ⅲにある「SAICM の実施を促進するための財政的支援と技術協

力に関する決定」を採択した。そこでは、SAICM 遂行のために次のことを通じた国際的な支援

が呼びかけられている。 
・ GEF に適切な化学物質管理のための新たなフォーカルエリアを設定する。 
・ 必要に応じて QSP への資金的および現物的な寄与を行う。 
・ 二国間および多国間で、技術的、資金的および開発支援の協力を通じた化学物質管理能力

の強化を行う。 
 

 (7) 第２回 ICCM への準備 
 カナダ政府から提案された SAICM の実施についての報告に関するガイダンスに関して議論

が行われた。SAICM の進捗を評価するための指標としては、①簡素で普遍性がなければならな

い、②化学物質を使用しない代替方法だけではなくリスクの低減や有害化学物質からより有害

性が小さい物質への代替を含めるべきである等の指摘が会議参加者からなされた。そして、カ

ナダの提案に対するコメントを 2006 年 12 月 15 日までに事務局へ送ることを合意した。 
第１回 ICCM で世界行動計画のうち「作業領域」と「活動」が採択されたが、「行動主体」、

「目標/時間枠」、「進捗の指標」、「実施の側面」は未採択のままである。これら未採択の部分に

は重複や欠落している部分があるので世界行動計画の更新が必要であるとする意見がある。こ

れは、矛盾を明らかにし、重複を取り除き、文章を簡潔にする試みである。一方、世界行動計

画の中から、この地域の国々に関係する も懸念のある事項を選択し優先順位付けすることの

方が世界行動計画の更新よりも有効だとする意見もある。また、SAICM 準備段階で世界行動計

画に存在していた表 C を中東欧地域で利用できるようにするという意見や表 C を第 2 回 ICCM
に再提出してはという意見もあった。しかし、結論として世界行動計画は、更新の必要はなく

優先順位のロードマップおよび化学物質の適正管理活動のためのガイダンスとして使い続ける

という合意がなされた。 
EU-JUSSCANNZ 地域会合で提案された「科学的会議」の開催については、賛成意見もあっ

たが、ウエブサイトや他の会議のサイドイベントを通じて科学的基盤を強化できるとする否定

的な意見もあり地域としての意見の一致は得られなかった。 
 
(8) 今後の地域または準地域の会合 
 2009 年に開催される第 2 回 ICCM までの残りの期間中に地域または準地域の会合の時期と

形式に関して、資金が許せば 2008 年の後半に中東欧の地域会合を召集することで合意した。 
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4.3 第一回 EU-JUSSCANNZ 会合 
 この会合は、EU 加盟国に日本、米国、スイス、カナダ、オーストラリア、ノルウェー、ニ

ュージーランドを加えた会合であるが、2006 年 11 月 20 日～22 日に行われた会合にはメキシ

コと韓国も参加して行われた。地域的には日本と韓国はアジア・太平洋地域に所属しており、

メキシコはラテンアメリカ・カリブ海地域に所属しているので、この３国は重複して地域会合

に参加していることになる。次のとおり 26 ヶ国の政府、国際機関および NGO（非政府機関）

等の代表が参加した。（UNEP, 2006g）。 
国： オーストラリア、オーストリア、ベルギー、カナダ、チェコ、デンマーク、エストニア、

フィンランド、フランス、ドイツ、イタリア、日本、ラトビア、リトアニア、メキシコ、

オランダ、ニュージーランド、ポーランド、韓国、スロバキア、スロベニア、スペイン、

スウェーデン、スイス、英国、米国の 26 カ国 
国際機関：ブラチスラバのバーゼル条約地域センター、欧州委員会、FAO（Food and Agriculture 

Organization of the United Nations：国連食糧農業機関）、IFCS、OECD、クリーナープ

ロダクションのための地域活動センター、有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規

制に関するバーゼル条約事務局、UNDP、UNEP、UNIDO、UNITAR、WHO 
NGO ： Alternative Verda, Consorzio Interuniversitario”La ChimicaPer L’Ambiente”, 

CropLife International, Environmental Health Fund, European Chemical Industry 
Council, International Chamber of Commerce, International Chemical Secretariat, 
International Council of Chemical Associations, International Council On Mining, 
International POPs Elimination Network, Mediterranean Countries Green Chemistry 
network, University of South Australia and Women in Europe for a Common Future 

 
 (1) 地域内の調整 

地域のフォーカルポイントには2006年3月～5月に行われた協議の結果、Ms. Jane Stratford
（英国）が指名され、クイックスタートプログラムの理事会への地域代表には Mr. Jozef Buys
（ベルギー）と Mr. Charles Auer（米国）が指名された。これら地域代表への公式な委任事項

は作成されず非公式調整手段で行われることになった。 
西欧その他諸国地域のフォーカルポイントが用意した thought-starter（UNEP, 2006h）と開

催国スペインが地域会合に向けて用意した文書（UNEP, 2006i）を参考に、今後どのように地

域として調整していくかが議論された。 
 スペイン政府作成の文書では、地域または準地域での活動計画に関する議論の必要性の有無、

地域における優先事項と格差についての検討を第２回 ICCM までに行うかどうか、地域または

準地域の SAICM 実施の進捗に関する検証を行うことおよび世界行動計画の準備段階で存在し

た「表 C」の扱いなど幾つかの問題提起がなされた。 
 会議では、第２回 ICCM の前に２回目の公式の地域会合を開催するかどうかに関して本会議

で決定することは時期尚早と結論され、2007 年 6 月に予定されている OECD の化学物質委員

会と化学物質・農薬・バイオテクノロジーに関する作業部会の合同会合の余白時間を利用して

非公式会合を開催することになった。そして、その非公式会合で 2008 年 2 月及び 11 月に開催

される合同会合に合わせて公式会合を開催するかどうか検討することとした。 
 「表 C」に関しては、更なる議論を行うとする意見もあったが議論の必要は無いとする参加

者も複数おり、結論に至らなかった。 
 
(2) 地域内における SAICM の実施状況 
 EU-JUSSCANNZ 諸国においては、OECD の通常のジョイントミーティング（合同会合）、

二国間および多国間の活動などで十分な活動を行っており、アフリカ地域のような地域として
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の活動計画は必要ないと結論した。 
 多国間の活動の例として、EU 委員会の代表による REACH に関する講演とカナダの代表に

よる加・墨・米３カ国プログラムに関する講演が行われた。 
 1) REACH に関する概略 

・ REACH は、高生産量の化学物質および懸念の高い化学物質に優先的に焦点をあてる。 
・ REACH は、産業界にリスクの立証義務と化学物質が市場に出る前にデータを用意する

ことを要求する。 
・ REACH は、2007 年以降に施行され、ヘルシンキに設置される新たな機関によって扱わ

れる。 
 注）REACH は 2006 年 12 月 30 日に公布され、2007 年 6 月 1 日の施行が決定された。 

  
 2) 加・墨・米３カ国プログラムに関する概略 
 カナダ、メキシコ、米国の３カ国によって設立された CEC（Commission for Environmental 
Cooperation：環境協力委員会）の閣僚理事会によって 2004 年にプエブラ宣言（Puebla 
Declaration）が公表された。この宣言では、判断のための情報、能力形成、および貿易と環境

の３つの優先領域の戦略的計画の必要性が述べられている。CEC の援助の下で組織された

SMOC（Sound Management of Chemicals）WG（Working Group)がこの領域に関する活動

を行っており、北米地域における化学物質の適正管理のための戦略の実現を目指している。 
SMOC WG の活動の目標は、SAICM と同じく「2020 年までにヒトの健康と環境に対する重

大な悪影響を 小化する方法で化学物質が使用され製造されること」を達成することであり、

リオ宣言第 15 項に従う予防的アプローチを考慮し、途上国への技術的および財政的支援により

達成するとしている。この文脈から SMOC WG の活動では、メキシコの化学物質管理能力の向

上のための支援が重要な要素となっていることが推測される。また、政府だけではなく産業界、

労働組合、非政府組織、学界、先住民組織などの関係者も SMOC の活動の役割を担っている。

そして緊急を要する化学物質の課題に関しては、それを特定し優先順位をつけて対処するため

のロードマップを作成するとしている。また、活動に際しては３国だけでなく国際機関やその

他の化学物質管理に係る国際的なイニシアチブ、SAICM などの活動主体と連携することになる。 
 
〔参考〕 

CEC は、NAAEC（North American Agreement on Environmental Cooperation：環境協力

に関する北米協定）に基づき上記３カ国によって設立された国際機関であり、域内の環境懸念

への対応、潜在的な貿易と環境に関する摩擦回避支援および環境法の効果的な施行の促進を目

的としている。NAAEC は、NAFTA（North American Free Trade  Agreement：北米自由貿

易協定）における環境面の協定を補足する位置付けになっている。 
 
(3) 各国における SAICM の実施状況 
 SAICM の実施に関して SAUICM 事務局からの質問表に対して、デンマーク、エストニア、

フィンランド、日本、メキシコ、ノルウェー、スロバキア、スウェーデン、米国、カナダ、オ

ーストラリア、ドイツ、スペイン、スロベニア、英国が回答した。質問の内容は、国の SAICM
フォーカルポイントの指名に関すること、SAICM 実施のための省庁間の調整の実施に関するこ

と、国民の幅広い関係者が参加する会議の開催に関すること、国の SAICM 実施計画の準備に

関することおよび QSP への申請に関すること等からなっている。 
上記諸国のうち、国の SAICM フォーカルポイントについては、2006 年 11 月現在、エスト

ニアとカナダを除き 22 ヶ国が指名済みである。SAICM 実施のための省庁間の調整に関しては、

エストニア、スロバキア、ドイツおよび英国以外は実施している。日本は省庁間連絡会議を創
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設したとしているが、カナダ、米国、豪州、デンマーク、スロベニアは既存の仕組みで対応し

ている。関係者による会議開催に関しては、フィンランド、ノルウェー、デンマーク、スロバ

キア、スペイン、スロベニア、英国が実施する。日本は環境省が政府、産業界、研究者、市民

を含む関係者との SAICM 実施に関する会議を計画中と回答した。これは、2007 年 3 月に開催

された「国際化学物質管理戦略アジア・太平洋地域会合に向けた国内フォーラム」を意味して

いるものと考えられる。QSP の申請についてはメキシコを除き申請は出されていない。 
カナダ政府は、今後取り組むべき化学物質の優先順位を作成し、15 年間に約 4,300 物質を扱

う予定である。スイス政府は、2007 年春を目処に実施計画を作成する予定である。同国は、地

域会合と QSP を通じて途上国における SAICM の実施を支援するとともに、SAICM 事務局へ

の支援も行っている。 
 SAICM実施支援のために IOMC構成機関が作成中のガイダンスの概要がUNITAR代表によ

り説明された。第３版となるこのガイダンスは、IOMC 構成機関とオブザーバーからの情報を

基に作成され、SAICM の概説、国が実施する上で参考にすべき情報、IOMC 構成機関が実施

している関連プログラム類などが簡潔にまとめられている（UNEP, 2006j）。今後も引き続き情

報が受理され、2006 年末頃に各国で利用可能になる予定である。会議は、未だフォーカルポイ

ントを指名していない国に指名を促した。しかし、国のフォーカルポイントの役割と責任のた

めのガイダンス作りは必要ないとの結論であった。 
 
(4) SAICM クイックスタートプログラム 
 パリの OECD 本部で 2006 年 10 月 18 日に開催された QSP 信託基金実行委員会の第２回会

議で、事務局が受理した 44 件の応募案件が審議された。そして同委員会は、表 5 および表 6
に示す 7 カ国および１つの市民団体からの合計８件のプロジェクト申請を承認した（UNEP, 
2006l）。信託基金そのものは、2006 年 12 月 1 日に創設され、2007 年１月初めまでに初回の基

金支払いが開始される予定である。 
 2006 年 11 月 3 日時点で、信託基金へ総額約 5,126,000 米ドルの拠出の申し出がなされてい

る（UNEP, 2006n）。表７は、拠出国と拠出額を示した表であるがスウェーデン一国で全体の

約 60%を拠出しているという偏った状況になっている。また、先進国の他に、インド、ナイジ

ェリア、スロベニア、南アフリカの４カ国がドナー国に加わった。 
 二国間および多国間の協力による QSP への寄与としては、スイスの活動（UNEP, 2006o）と

前述の UNIDO の活動（UNEP, 2006p）が報告された。スイスの活動は、ベラルーシ、パキス

タン、パナマおよびタンザニアにおける化学物質の適切な管理と廃棄の総合的な国のプログラ

ムの作成について UNITAR との協力で支援する計画である。このプロジェクトは 2006 年９月

から 2009 年 8 月の３年間で行い、ガバナンス、関係者の参加および国の SAICM 実施を支援す

ることを主たる目的としている。スイスからの財政的支援は、総額 2.16 百万米ドルである。 
 

表５ 承認されたプロジェクト（総額、＄726,696） 
 申請者 プロジェクト 金額（＄）

ⅰ マケドニア マケドニアでの SAICM 実施計画の作成 248,400 
ⅱ コートジボアール、ハ

イチ、モンゴル、コン

ゴ共和国、シリア 

ナショナルプロファイルの更新、SAICM に関する国

家能力評価の作成および国の SAICM 優先順位付け

に関するワークショップの開催 

248,296 

ⅲ ナイジェリア ナイジェリアにおける化学物質の適切な管理と戦略

的アプローチの実施のための総合的国家計画の範囲

内での組織的枠組みの確立と能力強化 

230.000 
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表６ 条件付で承認されたプロジェクト（総額、＄1,239,566） 

 申請者 プロジェクト 金額（＄）

ⅰ ウガンダ ウガンダ、UNEP および UNDP の SAICM 実施のパ

ートナーシップ・イニシアチブ 
250,000 

ⅱ ブルキナファソ、ジブ

チ、マダガスカル、ル

ワンダ、サントーメ・

プリンシペ 

ナショナルプロファイルの更新、SAICM に関する国

家能力評価の作成および国の SAICM 優先順位付け

に関するワークショップの開催 

249,731 

ⅲ アルメニア、チリ、コ

スタリカ、グルジア、

セルビア 

ナショナルプロファイルの更新、SAICM に関する国

家能力評価の作成および国の SAICM 優先順位付け

に関するワークショップの開催 

248,035 

ⅳ エクアドル エクアドル、UNEP および UNDP の SAICM 実施の

パートナーシップ・イニシアチブ 
250,000 

ⅴ タンザニア・プランテ

ーションおよび農業の

労働者組合注） 

SAICM の実施における農業労働者および労働者組

織の能力強化 
241,800 

注）Tanzania Plantation and Agricultural Workers Union 
 

表７ 信託基金への各国の拠出申し出の状況 
拠出国 現地通貨額 米ドル換算額（$） 寄与率(%) 

オーストラリア €100,000 128,000 2.5 
ベルギー €40,000 50,000 1 
フィンランド €200,000 255,000 5 
フランス €100,000 128,000 2.5 
インド  100,000 2 
オランダ €100,000 128,000 2.5 
ナイジェリア  50,000 1 
ノルウェー NOK3 million 460,000 9 
スロベニア €20,000 24,000 0.5 
南アフリカ  100,000 2 
スペイン €100,000 128,000 2.5 
スウェーデン SEK25 million 3,000,000 58.5 
英国 ￡215,000 375,000 7.3 
米国  200,000 3.9 

 
一方、UNIDO の活動は UNIDO 国家クリーナープロダクション・センターと UNEP の協力

の下、オーストリア政府から€250,000 に相当する援助を受けている。 
 
 (5) 国際機関および非政府組織（NGO）の活動（UNEP, 2006k） 
1) UNDP 

UNEP と共同で QSP 信託基金の融資による 2 つのプロジェクトに関わっている（表６参

照）。また、MDGs（Millenium Development Goals：ミレニアム開発目標）に関連して、

化学物質の適正管理のためのツールキット文書を作成中である。 
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2) UNITAR（United Nations Institute for Training and Research：国連訓練・調査研究所） 

QSP の枠でのスイス政府の財政援助で、４カ国（ベラルーシ、パキスタン、パナマ、タン

ザニア）の SAICM 活動を支援している。これは、国の SAICM 実施のためのガバナンス、

関係者の参加およびパートナーシップに焦点を当てて化学物質の適切な管理のための総合

的国家計画を作成する活動である。また、ガバナンス、市民社会の参加および化学物質と廃

棄物の管理と SAICM に関する連携強化に関するワークショップを 2006 年 6 月にジュネー

ブで開催した。 
 

3) OECD（Organization for Economic Co-operation and Development：経済協力開発機構） 
GHS に関しては、ILO と UNITAR と共同で作業を行うなど、他の国際機関と協力して能

力強化の支援を行っている。途上国が SAICM を実施する上で寄与すると思われるガイダン

ス文書の翻訳を行い、インターネットによる化学物質のグローバル・ポータルを設置した。 
 

4) UNEP（United Nations Environment Programme：国連環境計画） 
2008 年から 2020 年の計画作成とともに、2006 年から 2007 年における初期の SAICM 実

施活動の準備を行っている。その一例として 近チェコで行った有害化学物質の不法な国際

取引に関するシンポジウムを紹介した。長期的包括的計画では、開発計画における化学物質

管理の主流化、途上国における化学物質管理のインフラ強化、産業事故や化学物質の適切な

管理に関するモニタリング活動に努める予定である。 
 

5) WHO（World Health Organization：世界保健機関） 
SAICM 関連のプログラムが現在実施中で、化学品安全の促進のための公衆の健康と環境

のプログラム部門、地域の事務局および国の事務局を通じて行われている。ヒトの健康のリ

スクアセスメント、飲料水規範、緊急時の準備などは、その活動の一例である。 
 
6) UNIDO（United Nations Industrial Development Organization：国連工業開発機関） 

現在、エジプト、メキシコおよびロシアで国の能力形成とクリーナープロダクション

（Cleaner Production）および化学品リース（Chemical Leasing）活動プロジェクトを通じ

た政府と産業界の支援を実施中である。これらの活動は、ビジネスモデルとして、他の途上

国や市場経済移行国でも行われることが期待される。 
溶剤を例に化学品リースを説明すると、通常、製造業者が溶剤をユーザーに販売した場合、

溶剤の所有権はユーザー側に移り、回収や廃棄などの処理はユーザーの責任で行うが、化学

品リースの場合は、所有権の移動がなく溶剤製造業者がユーザーに溶剤を貸すという仕組み

である。使用後の廃溶剤処理は製造業者が行い、リサイクルされた溶剤は再びユーザーに供

給される。この仕組みは、ユーザーの化学品処理能力が劣る途上国での化学物質による環境

汚染の防止に役立つと期待される。 
 

7) FAO（Food and Agriculture Organization of United Nations：国連食糧農業機関） 
途上国での法的な枠組みと適切な農業および化学物質管理の強化のための技術的援助を

実施している。旧式の農薬の排除に関してアフリカのストックパイル計画のマルチステーク

ホルダーイニシアチブの会議について報告された。 
 

8) バーゼル条約事務局 
残留性有機汚染物質（Persistent Organic Pollutant）と多塩素化ビフェニル廃棄物
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（polychlorinated biphenyl wastes）の削減に関する活動、ならびに UNITAR および UNEP
と連携して鉛、カドミウムなどについて不法な国際取引に関する活動を実施している。バー

ゼル条約締約国会議（2006 年 11 月 27 日～12 月 1 日）で電子廃棄物の管理とともに水銀や

アスベストに関する今後の活動について議論される。 
 
9) ICCA（International Council of Chemicals Association ） 

ICCA が第１回 ICCM で SAICM に対する化学産業界の貢献として発表したレスポンシブ

ル・ケア世界憲章（Responsible Care Global Charter）と世界製品戦略（GPS: Global Product 
Strategy）の実施に向けて取り組んでいる。この二つは、ともに生産から廃棄に至る製品の

ライフサイクルを通した環境・健康・安全に関する改善、情報公開、プロダクトスチュワー

ドシップの促進などの要素を含んでおり、ICCA が社会の化学産業界に対する要求に応える

ための取り組みである。 
 
10) Mediterranean Green Chemistry Network 

欧州および北アフリカの地中海沿岸諸国間の科学的活動支援について報告した。 
 
11) Women in Europe for Common Future 

REACH に代表される EU の化学物質政策の立法プロセスに係わってきた。POPs、化学

物質安全および高懸念物質に関する活動を行っており、女性のリスク削減のために女性と毒

性物質に関する小冊子を出版する予定である。 
 
12) PEN（International POPs Elimination Network） 

GEF の資金援助で UNEP および UNIDO と連携して、NGO のプロジェクトである IPEP
（International POPs Elimination Project：国際 POPs 廃絶プロジェクト）に関連する 290
の活動を 65 カ国で展開している。IPEN は非政府的救済活動および能力強化に関する支援

活動を行っているがそのための資金源を探している。 
 
 (6) 第２回 ICCM への準備 
 第 2 回 ICCM は、第 62 回 World Health Assembly とあわせて 2009 年 5 月にジュネーブで

開催される予定で、それに先立つ 6 ヶ月前に公開の法的・技術的ワーキンググループの会合が

行われる予定である。 
 第２回 ICCM では第１回 ICCM で具体的に決められなかった SAICM 実施の進捗の報告方法

についての議論がなされることになっている。この問題についてカナダ政府が ICCM への報告

のためのガイダンスおよび評価指標の作成を提案した（UNEP, 2006m）。会議では、報告のた

めの簡素な質問表の作成、報告に係わる負担の 小化、e-mail や電話会議によるコンサルテー

ションなど種々の注文が出され、方針がまとまるまでに至らず、2007 年 6 月に開催される

EU-JUSSCANNZ 非公式会議で議論されることになった。この非公式会議は、OECD の合同会

議にあわせて行われる。第２回 ICCM への報告は、地域会合で配布回収した質問表のような形

式で行うこととして、新たな報告様式や評価指標については第２回 ICCM で議論することとし

た。 
カナダ政府の提案の概要は以下のとおり。 

 
〔解決すべき課題〕 

現状を評価するための評価指標と 2020 年に向けた進捗を測るための指標の作成 
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〔アプローチ〕 
作成されるべき指標は、2020年まで一貫した比較評価が可能な指標を作成する。指標は、

SAICM 総合戦略（Overarching Policy Strategy）に掲げられた６つの要素が反映される

べきである。 
ⅰ）リスク削減の方法 
ⅱ）知識と情報の強化 
ⅲ）ガバナンス：制度、法律、政策の強化 
ⅳ）キャパシティー・ビルディングの促進 
ⅴ）不法な国際取引への取り組み 
ⅵ）一般的慣行の改善 

 
指標に 低限含まれると考えられる事項は、次の通り。 
・SAICM の実施のために作られた、国家および/または地域の行動計画 
・SAICM の実施を可能にするために行われる法的または指令的方法 
・効果的な SAICM 実施のための強化された国家の施設とインフラ（例えば、化学物質

の安全に関する情報への公共的なアクセスを提供するための国家の登録簿やデータ

ベースの設立） 
・化学物質、化学物質の特性と安全な製造、使用とライフサイクルの 後の処置に関

する情報と知識の共有を改善する行動 
・廃棄のカテゴリーによる廃棄物の分別と処理のための改善されたイニシアチブのよ

うな廃棄化学物質の処理のための一般的習慣 
・SAICM Quick Start Programme の範囲内の直接的に行われるか、もしくは多国間

や二国間の間接的に行われる技術支援の推進についての協力と技術支援の種類と量 
 

〔指標を作成する上での５つの基準〕 
・SAICM OPS の６要素で述べられている SAICM の目標のため、適切で効果的な進

捗の尺度を提供する。 
・明確で簡単な記述で国際的に比較可能である。 
・他の関連する指標の世界的リストと広くつじつまが合い、地域の仲間、政府及び他

の SAICM のパートナーに不必要な負荷を課さない。 
・可能な限り 大に、国際的な標準、提案、SAICM で認知された産業界のレスポンシ

ブル・ケア・イニシアチブを含むベストプラクティスに基づいている。 
・可能な限り定量的で、時を経ても比較検討できるよう首尾一貫している。 

 
〔プロジェクトの運営〕 

プロジェクト運営委員会は、各地域毎に地域フォーカルポイントによって推薦された

各地域２名の代表、２名の QSP 執行役員会の代表、２名の産業界代表、２名の産業界以

外の NGO の代表、１国あたり１名のプロジェクトのスポンサーからの代表から構成され

る。 
 

〔コンサルタントの役割〕 
SAICM および関連の国際的な化学物質と廃棄物の管理に関する合意や決定に精通した

国際的な熟練したコンサルタントを雇用する。コンサルタントは、プロジェクト運営委

員会の方針のもとで SAICM 事務局によって監督され、その雇用費用は、＄100,000～
＄150,000 の範囲が見込まれる。コンサルタントの役割は次の通り。 
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(a) 第 2 回 ICCM のための基準的報告書の作成および 2020 年に向けた SAICM の実施

のために使用される指標の作成の企画 
(b) 指標に基づく質問表を含む、報告の仕組みとプロセスの企画 
(c) 報告書の分析のための方法に関する企画 

 
 SAICM の準備段階で世界行動計画に存在していた表 C に関して、見直しの議論を行うかど

うかについて議論された。表 C に記載されていた幾つかの活動については準備段階で十分な合

意がなされていなかったために、第１回 ICCM では議論されず今後の検討課題とされた。今回、

表 C を GPA の一部に取り込むべきであるという意見もあったが、緊急に対処すべき課題と他

の地域で提起された優先事項にどのように応えていくかが必要であり、表 C について詳細に議

論する必要はないとする意見もだされた。結局、このような賛否両論が出されたが結論に至ら

ず、2007 年 6 月の非公式会合で再度議論することになった。 
 事務局から、第２回 ICCM への準備として科学会議の開催についての話がなされた。科学的

情報の交換を促進し、科学的な考え方でアセスメントや研究の優先順位をつけることへの寄与

が期待されるとする意見の一方、そのような機能は IFCS のような他の会議でなされているこ

と、そのような会議は取り上げられる学問分野や参加する科学者に依存し、操作がなされる恐

れがあることといった否定的な意見もあった。2007 年 6 月の非公式会合で再度議論することに

なった。 
 
(7) 今後の地域または準地域の会合 
 まだ、結論が出ていない議題について議論するため OECD で開催される化学物質委員会と化

学物質、農薬、バイオテクノロジーに関する作業部会の合同会合にあわせて非公式の会合を行

うことになった。〔その後、この会合は 2007 年 6 月 12 日にパリで開催することが決定した

(UNEP, 2007a）。〕 
 
5.4 2007 年以降の地域会合 

本報告では ICCM 後に行われた地域会合のうち 2006 年に実施された会合を中心に述べたが

表３に示したようにその他の地域会合も種々開催されている。これらの地域会合については詳

しく述べないが、概略は次のとおりである。 
 

(1) 第１回アラブ地域会合 
アラブ 19 カ国の政府代表が参加して 2007 年 4 月 1～2 日にカイロで開催された。アラブ諸

国は SAICM アラブコーディネーションユニットを設置しこのユニットを通じて SAICM が実

施される。会合では上記コーディネーションユニットの権限などが承認された。他にアラブ各

国の SAICM フォーカルポイント任命を急ぐこと、SAICM 実施の資金を得るため QSP プロジ

ェクトの提出を急ぐこと等が参加国に要請された。 
 

(2) 第１回アジア・太平洋地域会合 
5 月にはアジア・太平洋地域の 29 カ国の政府代表が参加して 2007 年 5 月 21 から 23 日にバ

ンコクにて開催された。 
また、地域フォーカルポイントの権限が決定された。日本政府は非信託基金として QSP に５

万ドルの資金提供を表明した。これはアジア・太平洋地域限定の二国間プロジェクト資金であ

る。カナダ政府が主導してきた SAICM 実施の報告様式の作成のための運営委員会には韓国が

選任された。また、太平洋サブ地域会合を開催することが太平洋地域環境プログラム事務局よ

り報告され、これを受けて 11 月に太平洋島嶼国のワークショップがオーストラリア、日本、
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WHO の資金援助を受けて開催された。このワークショップにはオーストラリア、ニュージー

ランドと 12 の小島嶼国が参加した。ここでは、小島嶼国が SAICM を実施していくために必要

な基礎的な説明が行われた。 
なお、アジア・太平洋地域会合の直前、17 日から 19 日にはアジア・太平洋地域の製品中の

水銀の使用と放出の削減のためのワークショップが開催され、直後の 24 日から 25 日には化学

品の適正管理に関する法的、制度的なインフラの開発に関するワークショップが開催された。 
 

(3) 第２回 EU-JUSSCANNS 地域会合 
EU の内、英国、ドイツ、フランスなど 14 カ国と JUSSCANNS の７カ国にメキシコを加え

た 22 カ国が参加して 2007 年 6 月 12 日にパリで開催された。 
カナダ政府からSAICMの実施に関する報告様式の開発計画の更新についての説明がなされ、

運営委員会を設けること、SAICM の世界行動計画ではなく総合戦略に関する進捗報告から始め

ることなどが述べられた。QSP の資金難が明らかになり資金提供者の非公式会議が行われるこ

とになった。また、QSP 後の長期的な資金源について今後議論していくことになった。また、

第１回会合で議論された科学会議については第２回 ICCM の前に開催する必要はなく既存の機

関や学会に働きかけインターネットを通じた情報交換を促進することとした。 
なお 2008 年 2 月には第３回 EU-JUSSCANNZ 諸国およびラテンアメリカ・カリブ海地域の

会合が実施された。これらについては別の機会に報告する。 

５．日本の課題 

ドバイ宣言、総合戦略、QSP の創設などの SAICM に関する議論は、EU がリードしてきた。

SAICM 後の１年間の世界の動きを検証してみるとあらためてその姿が浮き彫りになる。2006
年末に公布された EU の新しい化学物質規制法である REACH の準備は、SAICM の準備と平

行して行われてきた。そして、当然のこととして EU では SAICM の推進のための具体的な仕

組みの一つとして REACH が実施されている。 
 一方、北米においては EU とは一線を画しつつも米国、カナダ、メキシコの３カ国が連携し

て化学物質管理に取り組もうとしている。これらと比べると日本周辺のアジア諸国の取り組み

は遅れていると言わざるを得ない。しかし、化学工業を含む製造業の発展が著しい東アジアお

よび東南アジアこそしっかりした化学物質総合管理が必要とされている。日本は、アジアの先

進国としてこの地域の国々を支援する立場にある。しかし、その力を充分に発揮しているとは

言い難い。 
確かに政府は、産業界が RC（レスポンシブル・ケア）などの活動を行っていることを ICCM

などで喧伝している。しかし、ガバナンスに関わる制度作りなど政府が主導すべきことについ

ては何も触れていない。むしろ、東南アジアの国々の中にはナショナルプロファイルを欧州に

習って作成する例などが見られ、日本政府の寄与はみられない。 
化学物質総合管理は、人の健康と環境の保護にとって重要であることは当然であるが産業の

競争力にも大きく関わってくる。いずれ化学物質総合管理の世界標準ができるであろうが、世

界標準と日本国内の姿が異なるというような不具合は絶対避けるべきである。こうした視点か

ら考えると日本が QSP の本流である信託基金への拠出がない状況は憂慮される。たしかに日本

はアジア・太平洋地域会合の費用（７万ドル）とアジア・太平洋地域への二国間援助資金（５

万ドル）を拠出しているが、信託基金による援助はない。援助を も必要としているアフリカ

諸国にも日本からの援助はない。今後の世界における日本の影響力の低下が懸念される。 
SAICM の採択は一つの節目として重要ではあるが、それ以上に SAICM で採択されたことを

国、国際機関、産業界、市民社会などの各層で実施していくことが重要である。実施の進捗を

評価するための指標がカナダ政府によって作られつつある。こうした評価指標は、ゆくゆくは
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この分野の世界標準として機能してくる可能性を有しており競争力にもかかわってくる。日本

国内でもこうした取り組みを行うとともに日本国政府の積極的な参画が望まれる。 
今後、評価に対する準備・対応が本格化すると思われる。各国政府、産業界、NGO も評価の

対象となることから法律改正や業界団体の自主的な動きなど各セクターでの動きを活性化する

必要がある。産業界については、ICCA が提唱している GPS の実施が当面の課題であるが国内

では未だ具体的な姿が見えてこない。2009 年の第２回 ICCM で進捗を問われることになるが、

日本国内にだけ通用するような対応ではなく国際的調和を重視した対応が望まれる。 
SAICM 合意後１年間の歩みを振り返ると、まだ端緒についたばかりであるにもかかわらず、

着実に歩みを進めている姿が浮かび上がってくる。SAICM の目標である 2020 年頃にはかなり

の進展が予想される。それまでの 10 年余の期間は様々な分野で SAICM 推進のための活動が行

われ、変化の大きい 10 年余になるであろう。今後とも、SAICM を中心とした化学物質総合管

理の世界の動きに積極的に参画していくことが不可欠である。 
 それにつけても、こうした国際的な急速な動きと日本国内の遅々として見えない動きの落差

は大きい。このままでは世界から２０年遅れた日本の状況は悪化するばかりであり、人々の健

康維持と環境の保全への影響が懸念されるのみならず、国際競争力に支障をきたすことも憂慮

される。 
そしてその原因の一つとなっているのが現状に対する世界と日本の認識の乖離である。日本

の SAICM フォーカルポイントやその母体となっている省庁連絡会議の責任は重い。国外での

諸々の動きを時を移さず国内の幅広い各層伝達していく格段の努力が必要である。さらに、

SAICM 事務局からの質問にもあるような省庁間の調整の実施、国民各層の幅広い関係者の参加

する SAICM 実施に関する会議の開催、政府の SAICM 実施計画の準備などに関するの情報や

ナショナルプロファイルの策定状況と日本国内の現状に対する評価と改善策などの情報を開示

することによって、政府は認識の共有化を早急に図ることが不可欠である。リスクコミュニケ

ーションの重要性を唱えるのであれば政府が率先して情報の開示と認識の共有化のために 大

限の努力を図ることが全ての出発点といっても過言ではない。 
 
 

参考文献 

1. OECD, 2007：Statement by the Joint Meeting of the Chemicals Commitiee and Working 
Party on Chemicals, Pesticides and Biotechnology (endorsed 1 February 2007) 

2. UNEP, 2005a：UNEP/GC.23/6/Add.1 
3. UNEP, 2005b：SAICM/ICCM.1/4 
4. UNEP, 2006a：Report of the International Conference on Chemicals Management on the 

work of its first session 
5. UNEP, 2006b：Decision SS.IX/1 
6. UNEP, 2006c：Board of Trustees of UNITAR, Forty-Forth Session 25-27 April 2006 

Agenda Item 13 
7. UNEP, 2006d：Collaboration within the United Nations system and with other 

intergovernmental organizations, including United Nations reform process 
8. UNEP, 2006e：Action by the Council of the United Nations Food and Agriculture 

Organization(FAO) at its hundred and thirty-first session, held in Rome, Italy, from 20 
to 25 November 2006, New International Developments on Pesticide Management 

9. UNEP, 2006f：Report of the first African regional meeting on the Strategic Approach to 
International Chemicals management, SAICM/RM/Afr.1/6 



化学物質総合管理における国際動向 
‐SAICM 合意後 1 年間の歩みを振り返る‐ 

化学生物総合管理 第 4巻第 1号 (2008.6)  88－111 頁 

連絡先：〒104-8410 中央区築地 5-6-10  E-mail: toshihiko_takahashi@jsr.co.jp 

受付日：2008 年 2 月 3日  受理日：2008 年 6 月 16 日 

 

111

10. UNEP, 2006g：SAIM/RM/EUJ.1/5 Report of the first EU-JUSSCANNZ meeting on the 
Strategic Approach to International Chemicals Management 

11. UNEP, 2006h ： SAIM/RM/EUJ.1/3  Thought-starter on regional coordination 
mechanisms 

12. UNEP, 2006i：SAIM/RM/EUJ.1/4 Reflecions by the Government of Spain on follow-up 
to SAICM regional meetings 

13. UNEP, 2006j：SAICM/RM/EUJ.1/INF/3 
14. UNEP, 2006k ： SAICM/RM/EUJ.1/INF/11, SAICM/RM/EUJ.1/INF/11/Add.1, 

SAICM/RM/EUJ.1/INF/11/Add.2 
15. UNEP, 2006l：SAICM/RM/EUJ.1/INF/7 
16. UNEP, 2006m：SAICM/RM/EUJ.1/2 
17. UNEP, 2006n：SAICM/RM/EUJ.1/INF/14 
18. UNEP, 2006o：SAICM/EUJ.1/INF/15/Add.1 
19. UNEP, 2006p：SAICM/EUJ.1/INF/15 
20. UNEP, 2006q：SAICM/RM/CEE.1/10, SAICM/RM/CEE.1/10/Add.1 
21. UNEP, 2006r：SAICM/RM/CEE.1/INF/11, SAICM/RM/CEE.1/INF/11/Add.1 
22. UNEP, 2007a：Second EU-JUSSCANNZ meeting on SAICM 
23. WHO, 2000：IFCS/FORUM III/23w  Annex 1, IFCS Terms of Reference 
24. WHO, 2006a：IFCS 第５回会合ホームページ 
25. WHO, 2006b：Forum V-Side Events  Heavy Metals 
26. 環境省、2006：国際的な化学物質管理のための戦略的アプローチ（SAICM）関係省庁連絡

会議第一回会合 議事要旨、2006 年 4 月 17 日 
27. 星川欣孝、増田優（2007）：化学工業日報社創立 70 周年記念出版「化学物質を経営する－供給

と管理の融合－」、化学工業日報社、2007 年 2 月 
 


