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‐国権の 高機関の決議に応える要諦は国際合意の誠実な履行‐ 

Study on Strategies for Capacity Building of Chemicals Integrated Management (9): 
-The most important point for responding to the Diet’s resolutions is to fulfill 

the related international agreements sincerely- 
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要旨：今回の 2009 年化学物質審査規制法改正では政府が提案した改正案に対して衆参両

議院が数多くの附帯決議を付した。それらの決議事項の多くは日本の化学物質管理の体制

強化に係る広範な課題を提起しており、広範な化学物質管理の中の一分野を担うにすぎな

い化審法の枠内では対処できない。言い換えると、国権の 高機関である国会が政府に対

して国際的潮流である化学物質総合管理を受け入れ、SAICM 等の国際合意を確実に履行

するよう要請した形となった。そこで、両議院附帯決議の詳細な分析に加えて、SAICM
関係省庁連絡会議など政府が進めている SAICM への対応の問題点を解明し、政府が両議

院附帯決議の下で SAICM への対応を遂行する際に必要となる取組みのあり方について考

察した。そしてその結果に基づき、国際合意の誠実な履行の観点からも、また国内の化学

物質の総合管理能力の強化のためにも、広く関係者の参加を得て化学物質管理のナショナ

ル・プロファイルを策定し、それを基に国内実施計画を作成して実行する手続きを踏む必

要があることを改めて提言する。 
キーワード：化学物質審査規制法、国会附帯決議、SAICM 関係省庁連絡会議、SAICM 国

内実施計画、ナショナル・プロファイル 
 

Abstract: Both the House of Representatives and the House of Councilors of Japan 
have made many supplementary resolutions about the adoption of the government bill 
for amending the Japanese law on the regulation of chemicals, of which the 
abbreviated name is Kashin-hou in Japanese.  Many items in these resolutions can 
not be dealt with by the Kashin-hou because of its narrow regulatory roles.  In other 
words, the Diet has called the government for the fulfillment of various international 
agreements, such as Agenda 21, SAICM and so on, in accordance with the global 
propagation of the chemicals integrated management.  We here clarify problems in 
the Japanese government approaches towards the SAICM action plan and recommend 
the due procedural steps, in which a national profile is prepared first of all under the 
participation of various stakeholders and a national action plan be made, based on the 
recommendations in the national profile. 
Keywords: Chemicals integrated management, the Diet’s supplementary resolutions, 
Liaison group of SAICM related departments, SAICM national action plan, National 
profile 
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１．はじめに 

 2009 年 5 月の化学物質審査規制法（化審法）の改正は、2003 年 5 月の前回改正時の附則第

6 条に基づいて行われた。具体的には、所管省庁である厚生労働省、経済産業省および環境省

が各審議会による合同委員会を設置して見直しを行い、その答申に基づいて化審法改正案を作

成し閣議決定して国会に上程した。そして、衆参両議院の審議では付託委員会における各 2 回

の審議を経て採択され、5 月 20 日に公布された。 
改正法における特定化学物質の選定手順等の要点は図１のとおりである。今回の見直しは合

同委員会の第 1 回会合（2008 年 1 月 31 日）以来 1 年 4 ヶ月という短い期間に改正法が成立し

た (中環審, 2008)。図１から明らかなことは、改正後の化審法はこれまでと全く同様に、環境

経由の観点から規制の必要な特定化学物質を選定し所与の規制要件を付する取締法の一つにす

ぎないことである。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図１ 改正後の特定化学物質の選定手続き（合同委員会答申添付図） 
 
今回の化審法改正では、その必要性として化学物質管理をめぐる国際的動向の中から、2002

年 6 月の WSSD (持続可能な発展世界首脳会議) で合意された実施計画における化学物質総合

管理の世界的普及に係る 2020 年目標が特に強調された。これに先立つ合同委員会等の論議の過

程でも SAICM (国際化学物質管理の戦略的取組み) を初めとする国際動向への対応が強調され

た経緯から、化審法の目的が大幅に見直されることも期待されていた。しかしその期待は一時

的なものに終わり、その答申および政府原案のいずれにおいても、国際的動向の根幹である総

合管理の考え方は一切取り入れられず、国会の審議でもこの点に関して法律の目的の改正につ

いて論議されなかった。 
また、このように限定的な意味しかもちえない化審法の運用において、優先評価化学物質の

評価などに OECD (経済協力開発機構) が化学物質総合管理の観点に立ったハザード評価やリ

スク評価のために確立した SIDS (スクリーニング情報データセット)を援用することになって

いるが、ここに新たな問題点を指摘することもできる。 

化審法のハザード評価は特定化学物質の定義の範囲内、そして、健
康影響のリスク評価は環境経由の間接曝露のリスクだけに限定！

法指定物質
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 一方国会における審議では、政府提案の採択に際して衆議院、参議院がともに数多くの附帯

決議を付した（付表参照）。それらの中には当事者の負担や技術関連事項の今後の進展への対処

など化審法の執行に直接かかわる事項も含まれているが、それに止まらず、化審法の枠内では

対処できない日本の化学物質管理のあり方の基本に係る事項への取組みを要請する決議が数多

く含まれている。それはあたかも、国権の 高機関である国会が国際的な現況に照らして政府

提案の内容が不十分かつ不適切であると判断したに等しいものである。 
両議院の附帯決議の内容については後で考察するが、政府提案の内容が不十分かつ不適切で

あることを指摘する代表的な決議事項を挙げれば表１のとおりである。 
 

表１ 化学物質総合管理の導入が前提となる衆参両議院の附帯決議 
１．総合的、統一的な法制度および行政組織のあり方の検討（衆９、参８、12） 
２．国際合意を遵守する国の責任と具体的な作業スケジュールの明確化（衆１、参１） 
３．省庁の連携・協力と情報共有の強化（衆９、参１） 
４．多様な主体を参加させる等の体制の整備（衆３、参５） 
５．人材の育成、研究機関の充実ならびに大学・大学院における専門家育成と学校教育の

教育内容の見直し（衆７、参７） 
 
これらの事項はすべて、化学物質総合管理の世界的普及を目指して 1992 年 6 月の UNCED 

(国連環境開発会議) で合意されたアジェンダ 21 第 19 章だけでなく、WSSD 実施計画およびそ

の 2020 年目標の達成のために 2006 年 2 月の ICCM (国際化学物質管理会議) で合意された

SAICM などで繰り返し各国に要請されてきたことである (UNCED, 1992; UNEP, 2006)。 
政府は今後、化学物質管理に係る上記の国会附帯決議への対応のため、各省庁の立場に固執

することなく、SAICM の国際公約を政府が一体となって誠実に履行する立場から、これらの事

項への対処のあり方を早急に検討して国民に開示する責務がある。 
そこでこの報文では、アジェンダ 21 や SAICM に係る国際的な協調活動におけるこれら事項

への世界の取組みの実態と日本の SAICM 関係省庁連絡会議の取組み状況を検証してその問題

点を概観した後、政府の国会附帯決議への対応のあり方について考察する。 

２．アジェンダ 21 および SAICM に係る国際協調活動の進展 

 関係３省が化審法を見直す背景に掲げた SAICM について特に留意すべきことは、これを国

際合意した本来の趣旨が化学物質総合管理の世界的普及を達成する仕組み・手段を提供するこ

とであったということである。加えて、2020 年を目途とする化学物質総合管理に係る目標が

WSSD の実施計画に記載されるに至った重要な前提条件として、1992 年 6 月以来着実に進展

してきたアジェンダ 21 第 19 章に基づく国際協調活動があったことを軽視してはならない。 
とりわけアジェンダ 21 第 19 章に基づく国際協調活動として重視すべきものは、UNITAR (国

連研修・調査機構) および IOMC (化学物質管理国際機関間計画) が途上国の化学物質総合管理

能力の強化に係る支援活動を精力的に行ってきたことである。UNITAR および IOMC は、支援

活動の過程においてナショナル・プロファイルの作成、改善行動計画の策定と実施、省庁間の

連携など管理能力の強化に係る重要な事項に関して数多くの手引書を作成してきた。そしてそ

の活動は、SAICM の採択後もクイックスタートプログラム (QSP) と称する途上国の SAICM
実施を支援する活動に引き継がれている。 

そして、2009 年 5 月に開催された第 2 回 ICCM においては、第 1 回 ICCM 以降の SAICM
実施の世界的な進捗状況が討議され、UNITAR/IOMC の新たな手引きも紹介された 
(IOMC/UNITAR, 2007, 2009)。それらの手引きによれば、SAICM 実施の準備活動として不可

欠な第一段階はアジェンダ 21 への対応の場合と全く同様である (UNITAR/IOMC, 1996)。す
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なわち、まず広く関係者の参加の下にナショナル・プロファイルを策定して管理能力を強化す

る優先課題を選定し、そして SAICM 実施計画を策定して実施することである。 
ナショナル・プロファイルの策定が SAICM 実施の準備活動として不可欠であることは、

SAICM を構成する文書であるドバイ宣言、総合戦略 (Overarching Policy Strategy) および世

界行動計画 (Global Plan of Action)のすべてが各国のナショナル・プロファイルの策定を前提

に構築されていることからも明らかである。それゆえ、QSP の下で SAICM に取り組んでいる

途上国は、表２や図２に示ようにナショナル・プロファイルの策定を出発点にして SAICM 実

施の準備活動や標準的プロセスを経験しつつ、先進国の支援を得て国全体の化学物質管理の見

直しや改善に取り組んでいる。 
 

表２ IOMC/UNITAR 手引きにおける SAICM の実施に必要な準備活動の要点 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図２ IOMC/UNITAR 手引きにおける SAICM 実施計画の策定・実施の標準的プロセス 
 
 しかし日本は、1992 年 6 月に合意されたアジェンダ 21 に対する国際的責務であったナショ

ナル・プロフャイルの策定を適切に行わなかった (星川他, 2006)。それだけでなく、WSSD の

SAICMは化学物質管理に関する総合プログラムの策定を奨励

する。プログラムに基づくアプローチはプロジェクト別のアプロー
チと異なり、その構成要素は、省庁間の連携、情報へのアクセ
スと交換、関係者の参加、連携による優先課題の設定および化
学物質管理活動を国の開発計画に統合することなどである。

4．総合プログラムの

策定

実施計画は、化学物質管理の実際のトピックスに関する個々の
行動計画で補完されるため、関係者のパートナーシップが奨励
される。

3. SAICM実施計画の

策定

SAICM実施の準備活動として、遂行能力の査定（優先課題の

特定を含む）を実行する。これは実施計画の策定に向けた不可
欠なステップである。

2. 遂行能力の査定と

優先課題の設定

遂行能力を体系的に構築する重要な第一ステップは、化学物質
管理の適正化のために既存基盤を査定し診断することである。
このステップはSAICM実施の重要な要素である。

1．ナショナル・プロファ

イルの作成

SAICMは化学物質管理に関する総合プログラムの策定を奨励

する。プログラムに基づくアプローチはプロジェクト別のアプロー
チと異なり、その構成要素は、省庁間の連携、情報へのアクセ
スと交換、関係者の参加、連携による優先課題の設定および化
学物質管理活動を国の開発計画に統合することなどである。

4．総合プログラムの

策定

実施計画は、化学物質管理の実際のトピックスに関する個々の
行動計画で補完されるため、関係者のパートナーシップが奨励
される。

3. SAICM実施計画の

策定

SAICM実施の準備活動として、遂行能力の査定（優先課題の

特定を含む）を実行する。これは実施計画の策定に向けた不可
欠なステップである。

2. 遂行能力の査定と

優先課題の設定

遂行能力を体系的に構築する重要な第一ステップは、化学物質
管理の適正化のために既存基盤を査定し診断することである。
このステップはSAICM実施の重要な要素である。

1．ナショナル・プロファ

イルの作成

連携の仕組みの確
立と組織的考察

・連携および協力の強化

・関係者の実効的な参加

・政策決定者の関心と支援の確保
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実施
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策
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2020 年目標を達成するための SAICM の国際協調活動であるナショナル･プロファイルについ

ても適切に実施していない。すなわち、表２や図２の標準的な手続きを踏んで化学物質総合管

理の観点から国全体の化学物質管理の現状を総合的かつ体系的に見直してナショナル・プロフ

ァイルを策定する作業を全く行っていない。 
そのため、日本の化学物質管理の現況は OECD 加盟国の中でも極めて特異な状況のまま、か

つ、大幅に遅れをとっている。また、アジアの主要国と比べても孤立状況に陥っている。この

ことは UNITAR のウェブサイトで公開されている各国のナショナル・プロファイルの公開状況

をみれば一目瞭然である (表３参照)。 
 

表３ 各国のナショナル・プロファイルの策定状況 
国名 ナショナル・プロファ

イルの公開 
アジェンダ 21 や

SAICM への対応 
備考 

カナダ 1995.11 〇 ＊1 
ドイツ 2000 年 〇 ＊1 
スウェーデン 2000.04 〇 ＊1 
スイス 2000.01 〇 ＊1 
イギリス 独自の方法で実施中 〇 ＊1 
アメリカ 1997.01 〇 ＊1 
オーストラリア 1998.12 〇 ＊1 
中国 1999.12 〇 ドイツが支援 
インド ― 作成中 カナダと CIDA が支援 
インドネシア 1997.04 〇 オーストラリアと EC が支援 
日本 2004.02 国際的に極めて特異 提出を繰り返し先送りした上に、

一部省庁に係る現状記述のみ 
韓国 1998.04 〇  
マレーシア ― 作成中  
モンゴル 2005 年 改訂中 SAICM/QS プログラム 
ネパール ― 作成中 SAICM/QS プログラム 
パキスタン 2000.11 〇 オランダが支援 
スリランカ 1997 年 〇 スイスが支援 
タイ 1998 年 〇 オランダが支援 ＊2 
ヴェトナム 1997.05 〇 オーストラリアが支援 

（註）＊1：WSSD や SAICM を主導した国であり、自ら事前に策定したナショナル・プロファイルは 
SAICM の取組みに当然合致している。こうした先進国は WSSD の 2020 年目標の達成の 
ため途上国支援に努めている。 

＊2：タイはその後 EU とスイスの支援を得て、2005 年 11 月にナショナル・プロファイルを改 
訂した。 

 
つまり、OECD の加盟国である欧米先進国や韓国などはその殆どが、アジェンダ 21 への対

応として 2000 年までにナショナル・プロファイルを策定して公開した。しかし日本は、アジェ

ンダ 21 に基づく国際協調活動が SAICM に引き継がれることが明白になった 2003 年になって

から IFCS 各省庁連絡会議が「化学物質の管理に関するナショナル・プロファイル」と称する

文書を作成し IFCS 事務局に提出した。しかしその文書は、UNITAR/IOMC の手引きを参照し

たと注記しているものの、国全体の化学物質管理の現状を扱ったものではなく、また、改善す
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べき事項については全く言及していない、極めて部分的かつ不適切な内容のものであった (星
川他, 2006)。しかも、その文書を改訂・増補してナショナル・プロファイルに仕上げる責務は、

次に紹介する SAICM 関係省庁連絡会議に引き継がれていない。 

３．政府の SAICM 対応の問題点 

（1）SAICM 関係省庁連絡会議の不適格性 
 SAICM に関係する９府省の課室長は、2006 年 4 月に SAICM 関係省庁連絡会議 (以下、連

絡会議という) の第 1 回会合を開催した。その主な議題は、①連絡会議の設置、②国内実施計

画の策定および③ナショナル・フォーカルポイント等の指名であり、①および②の議事の要点

は以下のとおりであった。 
 

① SAICM 関係省庁連絡会議の設置 
関係省庁が申し合わせた設置要項によると、連絡会議の目的は SAICM に沿った国の

化学物質管理施策の推進に際し、関係省庁間の連絡調整の円滑化を図ることであり、連

絡会議の議長は構成員の互選によって定め、会議は非公開とする。 
② 国内実施計画の策定 

国内実施計画は、SAICM に沿った化学物質管理施策に係る関係省庁の連携に資するこ

とから、関係省庁連絡会議において策定することとする。その策定過程において関係者

との意見交換会を開催するとともに、案を公表して国民の意見聴取を行う。 
 
 この議事の要点によれば、日本の SAICM への対応は政府としての全体的な対処方針を定め

て行われるものではない。また、その任に当たる組織は参加者も関係省庁に限定され、かつ秘

密会議であり、しかも SAICM 対応を主体的に担う決定権をもった組織でもない。このように

連絡調整だけを行いかつ閉鎖的な対応では、前述した UNITAR/IOMC 手引きが奨励する実施手

続きに反している。それゆえ、幅広い関係者の実質的な参画や国際協調の重要性が強調されて

いる化学物質管理の適正化に係る対応として大きな問題があると言わざるを得ない。このよう

な状況認識の不足からくる対応の問題は、連絡会議がアジア太平洋地域会合に提出した SAICM
への対応に関する表４に示す日本政府の回答にも現れている。 
 

表４ アジア太平洋地域会合に提出した SAICM 実施に関する日本政府回答 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：Modalities for reporting on SAICM implementation, SAICM/RM/AP.1/2. 14 May 2007 
 
 

NO

YES 
？ ？

YES 
？ ？

YES
？ ？

YES
回 答

アジア太平洋地域会合に向けた
国内フォーラムを開催

3. 国内関係者による計画会議を
招集したか？

SAICM関係省庁連絡会議を設
置（9府省で構成）

2. 省庁間又は制度間の連携によ
りSAICMを実施する体制を整備し

たか？

－－5. SAICMクイックスタートプログラ

ムのプロジェクトを提案したか？

SAICMに沿って化学物質管理政

策の省庁間連携を促進するため
国内実施計画の策定に合意

4. SAICM国内実施計画を作成す

る作業を開始したか？

環境省1. SAICMフォーカルポイントを指

定したか？

設 問

NO

YES 
？ ？

YES 
？ ？

YES
？ ？

YES
回 答

アジア太平洋地域会合に向けた
国内フォーラムを開催

3. 国内関係者による計画会議を
招集したか？

SAICM関係省庁連絡会議を設
置（9府省で構成）

2. 省庁間又は制度間の連携によ
りSAICMを実施する体制を整備し

たか？

－－5. SAICMクイックスタートプログラ

ムのプロジェクトを提案したか？

SAICMに沿って化学物質管理政

策の省庁間連携を促進するため
国内実施計画の策定に合意

4. SAICM国内実施計画を作成す

る作業を開始したか？

環境省1. SAICMフォーカルポイントを指

定したか？

設 問
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 表４にあるように政府は、連絡会議を設置したことが日本における省庁間又は制度間の連携

による SAICM 実施の体制整備であると答え、その連絡会議が既に国内実施計画の策定に着手

したと回答している。しかし、このような政府の認識は、前述の UNITAR/IOMC の手引きにお

ける SAICM 実施体制や実施計画の策定および実施のプロセスに関する標準的な国際認識と異

なっている。さらには、アジア太平洋地域会合に向けて国内で開催されたフォーラムが実施計

画を検討する関係者会議であるという回答も、SAICM への対応の認識として正確ではない。 
現に、UNEP の SAICM ウェブサイトには第 2 回 ICCM に先立って行われたアンケート調査

の結果が公開されている。この調査は SAICM 実施の世界的な進捗状況のレビューに関連して

行われたもので、それには 29 の国および EU の回答が載っている。しかし日本の回答は表４を

含めて何も掲載されていない。つまり、日本政府の動きは国際協調性に欠ける側面があり、世

界では SAICM の実施に当たるものと認知されていないと推測せざるを得ない。 
 
（2）SAICM 実施に関する連絡会議の考え方の問題点 
 連絡会議ではその後、2009 年 4 月に開催した第 6 回会合において環境省環境安全課が作成し

た配布資料（資料２）に基づき SAICM 国内実施計画について意見交換が行われた。資料２に

は SAICM 実施計画の策定に関する基本的考え方の他に、国内的な背景としての環境基本計画

における SAICM の位置づけ、国内実施計画の決定プロセスなどが記載されており、それらの

要点は表５のとおりである。しかし、この内容に関しては、国内的背景として掲げられた環境

基本計画との関係を含めて数多くの問題点がある。主な問題点を以下に例示する。 
 

表５ SAICM 実施計画に関する連絡会議の考え方 
環境基本計画

に お け る

SAICM の位

置づけ 

1) 化学物質の環境リスクの低減に向けた取組みとして、2006 年に合意された国際

的な化学物質管理に関する戦略的アプローチ (SAICM) に沿って、国際的な観点

に立った化学物質管理に取り組む。 
2) 国際的な化学物質管理に関する戦略的アプローチ (SAICM)の考え方に照らし、

2020 年までに著しい環境リスクを 小化することを目標として、国際機関との

連携を図りつつ、適切な国内措置を講ずる。 
基本的考え方 基本方針：環境基本計画に記載された事項、具体的には、人の健康及び環境リスク

に関する科学的評価、効果的・効率的なリスク管理、リスクコミュニケーション、

国際的取組等に関する我が国の考え方を記載する。 
施策：ドバイ宣言及び包括的戦略に各国が取り組むべき内容に関する宣言及び

SAICM が目的とする行動が記載されていることから、この中から我が国にとっ

て特に喫緊の課題として重要と考えられる項目を絞り込み、絞り込まれた項目に

ついて今後の取組を記載する。 
国内実施計画

の決定プロセ

ス等 

1) 国内実施計画の策定に当たって、SAICM に盛り込まれた各種施策についてその

実施状況を把握し、また、今後の施策について記載する必要がある。 
2) 化学物質管理政策全般について広く関係府省の意見交換の場として設置されて

いるものとして SAICM 関係省庁連絡会議があるところ、国内実施計画の策定主

体を SAICM 関係省庁連絡会議とする。 
3) SAICM は政府のみならず、様々な関係者が実施するものであることから、パブ

リックコメント等の意見聴取を行う手法について今後検討する必要がある。 
 

1) SAICM への対応の国内的背景として第 3 次環境基本計画における SAICM の位置づけだ

けを挙げている。しかしこれは基本的に誤っている。SAICM の本来の目的は、国内で取

り扱われる化学物質の生産・輸入から廃棄にいたる全ライフサイクルにかかわる労働者、
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消費者を含む全ての人および環境へのリスクを化学物質総合管理により総体として 小

化することであり、いわゆる環境リスクだけを対象とする活動ではない。それゆえ、連絡

会議が SAICM 実施計画を立案するのであれば、まず、環境基本計画に依拠することをや

める必要がある。そして、連絡会議を構成する府省だけの活動ではなく、これを超える社

会のすべてのセクターの活動を把握すべく、大幅に参加者を追加する必要がある。 
2) 同じ論拠により、基本的考え方の「基本方針」を環境リスクに限定する考え方も基本的に

誤っている。少なくとも、2008 年 3 月に公示された第 11 次労働災害防止計画に掲げられ

ている「国際動向を踏まえた化学物質管理の推進」を加えて検討する必要がある。 
3) また、基本的考え方の「施策」も SAICM 文書のドバイ宣言や総合戦略から施策を選定す

るという考え方に基本的な認識の誤りがある。つまり、国内の課題をドバイ宣言や総合戦

略に掲げられた施策から単純に選定することは、選定の過程においてドバイ宣言や総合戦

略が想定している SAICM への対応の手続きを踏まない限り、本来の趣旨に反する行為で

ある。これらの国際合意文書に則って国内実施計画を策定する場合の必須の手続きは、ま

ず国内の現状について広く関係者の参画を得てナショナル・プロファイルを策定し、それ

を基に優先的な課題を選定することである。それゆえ、国内実施計画の策定主体として非

公開の組織である SAICM 関係省庁連絡会議を当てる考え方は適切ではない。このことは、

SAICM の基本文書である世界行動計画に掲げられた具体的な課題をみれば明らかで、例

えば、管理能力の強化などに関連して世界行動計画に掲げられた主に政府が対応すべき課

題を例示すれば表６のとおりである (星川他, 2007a)。 
 

表６ SAICM の世界行動計画に記載される管理能力の強化等に係る主な課題 
区分 課 題 

国の管理の

評価 
1．(207.) 化学物質適正管理のナショナル・プロファイル及び実施行動計画を策定 
165．ナショナル・プロファイル及び優先行動計画の策定のため関係省庁と利害関係者の

参画の仕組みを構築 
管理能力の

強化 
211．化学物質管理の仕組み（ナショナル・プロファイル、国内実施計画、緊急時対応計

画）を作成するプログラムを促進 
225．関係省庁の化学物質適正管理の能力を統合 
224．国レベルの調整を改善しセクターにわたる政策を統合・強化 
166．化学物質適正管理のための統合国家プログラムを設置 
193．遵守、説明責任、効果的執行及びモニタリングの慣行を促進 
197．法的組織的枠組みの強化活動を助成するため管理能力の強化戦略を採用 
198．化学物質安全規範の調和を促進 
223．化学物質管理の規制的及び自主的アプローチに必要な能力への対処 

産業界の参

画と責任の

促進 

98．産業界に科学に基づく新規知識の創出を奨励 
189．自主的イニシアティブの活用を奨励（レスポンシブル・ケア、FAO 実施コード） 
190．全製品の安全な生産及び使用に関する企業の社会的責任を促進 
191．製品サプライチェインにわたる化学物質管理の革新及び継続的改善を促進 

分類表示の

世界調和シ

ス テ ム

（ GHS) の
実施 

22．GHS 実施の使用者、労働者、供給者及び政府の役割を確立 
168．法規のレビューと GHS 要件への適合 
99．ハザード情報に関する情報管理システムを確立 
107．GHS を考慮した安全データシート交付手続きを確立 
108．危険有害物含有の成形品と製品に消費者、作業場及び処理場向け情報を添付 
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4) 国内実施計画の決定プロセス等における「国内実施計画の策定に当たって、SAICM に盛

り込まれた各種施策についてその実施状況を把握して」という作業のあり方も適切ではな

い。SAICM の実施に関する国際的認識によれば、このような作業は化学物質管理の現状

とその問題点が関係者の共通認識となるように行う必要がある。それゆえこの作業は、ナ

ショナル・プロファイルを策定して優先課題を選定する作業の一部として行うべきもので

ある。 
5) 連絡会議という会議体は、設置要項によれば関係府省の閉鎖的な意見交換・連絡調整の場

に過ぎない。それゆえ、関係者の実効的な参画が求められる SAICM への対応の主体とし

て適格性に欠ける。SAICM への対応を主体的に推進する場は、社会の全てのセクターの

参画を要件にして連絡会議とは別の形で設置する必要がある。また、現行のパブリックコ

メント制度は、関係者の意見聴取の方法として適切でなく、ましてや関係者の参画に代わ

りうる制度でもない。 

４．考察 

（1）国会附帯決議への対応のあり方 
 今回の化審法改正に際しての国会附帯決議の内容には従来にない極めて顕著な特徴がある。

その顕著な特徴とは表１にも示したように、改正の対象が化審法という個別規制法であるにも

拘らず、化審法だけでは対処できない日本の化学物質管理の全体に係る課題、すなわち、化学

物質総合管理に係る事項が極めて多く含まれていることである (表７参照)。 
 

表７ 国会附帯決議の視点別の内訳 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 以下においては、化学物質総合管理の立場に立つ附帯決議のうち３つの代表的な例について、

SAICM 関係省庁連絡会議の存在に留意しつつ、これら附帯決議への対応のあり方を考察する。 
なお、これら３つの例の附帯決議の記述の全体は表８に示すとおりである。 

 
 1) 総合的、統一的な法制度および行政組織のあり方の検討 
 化学物質の総合的、統一的な法制度および行政組織のあり方の検討が必要であることを指摘

する附帯決議は、衆議院の９項および参議院の８項と 12 項である。 
 

衆：６項 (エッセンシャルユースの運用等)、８項(懸念化学物質の厳格管理
等) ・・ 2項目

参：４項 (懸念化学物質の厳格管理等)、６項(エッセンシャルユースの運用
等) ・・ 2項目

化審法
(4項)

衆：２項 (スクリーニング評価の重点等)、３項 (リスク評価への主体者参
加等)、４項 (事業者の負担軽減等) ・・ 3項目

参：２項 (事業者の負担軽減等)、５項 (リスク評価への主体者参加等)、
９項 (化審法の管理のあり方の見直し等) ・・ 3項目

共通
(6項)

衆：前文 (化学物質の安全性の確立)、１項 (国際合意の確実な履行)、
５項 (GHSに基づく表示等)、７項 (人材の育成・研究機関の充実等)、
９項 (総合的、統一的な法制度等の検討) ・・ 5項目

参：１項 (国際合意の確実な遵守)、３項 (GHSに基づく表示等)、

７項 (人材の育成・研究機関の充実等)、８項 (総合的、統一的な法制
度等の検討)、10項 (動物代替試験法の開発等)、11項 (曝露モニタリ
ングの実施等)、12項 (総合的、統一的な法制度及び行政組織のあり方
等の早期検討) ・・ 7項目

化学物
質総合
管理

(12項)

両議院附帯決議の該当項目視点

衆：６項 (エッセンシャルユースの運用等)、８項(懸念化学物質の厳格管理
等) ・・ 2項目

参：４項 (懸念化学物質の厳格管理等)、６項(エッセンシャルユースの運用
等) ・・ 2項目

化審法
(4項)

衆：２項 (スクリーニング評価の重点等)、３項 (リスク評価への主体者参
加等)、４項 (事業者の負担軽減等) ・・ 3項目

参：２項 (事業者の負担軽減等)、５項 (リスク評価への主体者参加等)、
９項 (化審法の管理のあり方の見直し等) ・・ 3項目

共通
(6項)

衆：前文 (化学物質の安全性の確立)、１項 (国際合意の確実な履行)、
５項 (GHSに基づく表示等)、７項 (人材の育成・研究機関の充実等)、
９項 (総合的、統一的な法制度等の検討) ・・ 5項目

参：１項 (国際合意の確実な遵守)、３項 (GHSに基づく表示等)、

７項 (人材の育成・研究機関の充実等)、８項 (総合的、統一的な法制
度等の検討)、10項 (動物代替試験法の開発等)、11項 (曝露モニタリ
ングの実施等)、12項 (総合的、統一的な法制度及び行政組織のあり方
等の早期検討) ・・ 7項目

化学物
質総合
管理

(12項)

両議院附帯決議の該当項目視点
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表８ 注目すべき国会附帯決議の両議院の記述内容 
  ① 総合的、統一的な法制度および行政機関のあり方の検討 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ② 国際合意を遵守する国の責任と具体的スケジュールの明確化 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ③ 人材の育成、研究機関の充実ならびに大学・大学院における専門家育成と学校教育の教育 

内容の見直し 
 
 
 
 
 
 
 
 
必要性の論拠にそれぞれ若干の違いはあるものの、いずれの附帯決議も化学物質管理につい

て関係省庁間の連携を図りつつ、事業者の負担の軽減や消費者の理解の促進に資するためには、

化学物質管理の法制度のあり方を根本的に見直すべきことを強調している。これらの附帯決議

の内容は改正化審法の施行によって対処できるものではない。また、今回の化審法改正が必要

化学物質によるリスクの低減・削減に関する施策を長期的、総合的、計
画的に推進するため、基本理念を定め関係者の責務及び役割を明らか
にするとともに、施策の基本事項を定めるなど、化学物質に関する総合
的、統一的な法制度及び行政組織の在り方等について検討を早急に進
めること。
また、化学物質管理に限らず、政府の施策全体に予防的取組方法を

採用するために、統一的なガイドラインを早期に策定すること。

参議院
12項

化学物質管理が多くの法律に基づきなされている仕組みが、国民の目
から分かりにくいとの指摘を踏まえ、化学物質に関する総合的・統一的
な法制度の在り方について検討を行うこと。

参議院
8項

化学物質の適正な利用及び化学物質によるリスクの低減に関する長期
的、計画的な施策を推進するに当たっては、関係省庁間の連携を図り
つつ、事業者の負担の軽減及び消費者の化学物質に関する理解の促
進に資するよう、化学物質に関する総合的、統一的な法制度等のあり
方について検討を行うこと。

衆議院
9項

化学物質によるリスクの低減・削減に関する施策を長期的、総合的、計
画的に推進するため、基本理念を定め関係者の責務及び役割を明らか
にするとともに、施策の基本事項を定めるなど、化学物質に関する総合
的、統一的な法制度及び行政組織の在り方等について検討を早急に進
めること。
また、化学物質管理に限らず、政府の施策全体に予防的取組方法を

採用するために、統一的なガイドラインを早期に策定すること。

参議院
12項

化学物質管理が多くの法律に基づきなされている仕組みが、国民の目
から分かりにくいとの指摘を踏まえ、化学物質に関する総合的・統一的
な法制度の在り方について検討を行うこと。

参議院
8項

化学物質の適正な利用及び化学物質によるリスクの低減に関する長期
的、計画的な施策を推進するに当たっては、関係省庁間の連携を図り
つつ、事業者の負担の軽減及び消費者の化学物質に関する理解の促
進に資するよう、化学物質に関する総合的、統一的な法制度等のあり
方について検討を行うこと。

衆議院
9項

化学物質が人の健康と環境にもたらす悪影響を最小化する方法で使用・
生産されることを2020年までに達成するという国際合意を遵守するために
は、サプライチェーンの川上のみならず、流通、使用、処分、廃棄等を含
めたライフサイクル全体に及ぶ適正な管理が必要であることから、化学物
質の規制等を所管する省庁の連携・協力と情報共有を一層強化するとと
もに、関係する事業者のみならず、国民全体の理解を得て、化学物質のリ
スク評価を確実に進め、管理について万全を期すること。 このため、今
後の具体的なスケジュールを明らかにするとともに、調査研究や検査・監
督に資する体制の整備や十分な予算を確保すること。

参議院
１項

2020年を期限とする国際合意の確実な履行に向けて、本改正案による規

制強化措置が、事業主のみならず国民全般からの理解を得て円滑かつ
着実に実施されるよう、国の責任と具体的な作業スケジュールを明らかに
するとともに、調査研究や検査・監督に万全を期するよう体制の整備や十
分な予算の確保に努めること。 また、合意の履行に当たっては、先進国
間における情報の一元化等に努めるとともに、アジアをはじめとする関係
各国ともその実施スキームの確立や登録情報の共有を図るなど、国際的
な協調の下に対策を推進し、本法に基づく化学物質管理スキームが事実
上の国際標準として受け入れられるよう努めること。

衆議院
１項

化学物質が人の健康と環境にもたらす悪影響を最小化する方法で使用・
生産されることを2020年までに達成するという国際合意を遵守するために
は、サプライチェーンの川上のみならず、流通、使用、処分、廃棄等を含
めたライフサイクル全体に及ぶ適正な管理が必要であることから、化学物
質の規制等を所管する省庁の連携・協力と情報共有を一層強化するとと
もに、関係する事業者のみならず、国民全体の理解を得て、化学物質のリ
スク評価を確実に進め、管理について万全を期すること。 このため、今
後の具体的なスケジュールを明らかにするとともに、調査研究や検査・監
督に資する体制の整備や十分な予算を確保すること。

参議院
１項

2020年を期限とする国際合意の確実な履行に向けて、本改正案による規

制強化措置が、事業主のみならず国民全般からの理解を得て円滑かつ
着実に実施されるよう、国の責任と具体的な作業スケジュールを明らかに
するとともに、調査研究や検査・監督に万全を期するよう体制の整備や十
分な予算の確保に努めること。 また、合意の履行に当たっては、先進国
間における情報の一元化等に努めるとともに、アジアをはじめとする関係
各国ともその実施スキームの確立や登録情報の共有を図るなど、国際的
な協調の下に対策を推進し、本法に基づく化学物質管理スキームが事実
上の国際標準として受け入れられるよう努めること。

衆議院
１項

化学物質のリスクベースでの評価・管理を適切に実施するため、大学及
び大学院における専門人材の育成について検討するとともに、関連す

る研究機関の拡充に努めること。

参議院
７項

事業者による自主的な化学物質管理を促進するため、化学物質管理を
担える人材の育成及び研究機関の充実に努めること。 また、大学及び
大学院における定量的構造活性相関 (QSAR) の手法、計測、リスク評

価及び管理に関する専門家育成の検討に加え、学校教育における化
学物質に関する教育内容の見直しを図ること。

衆議院
７項

化学物質のリスクベースでの評価・管理を適切に実施するため、大学及
び大学院における専門人材の育成について検討するとともに、関連す

る研究機関の拡充に努めること。

参議院
７項

事業者による自主的な化学物質管理を促進するため、化学物質管理を
担える人材の育成及び研究機関の充実に努めること。 また、大学及び
大学院における定量的構造活性相関 (QSAR) の手法、計測、リスク評

価及び管理に関する専門家育成の検討に加え、学校教育における化
学物質に関する教育内容の見直しを図ること。

衆議院
７項
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性の論拠に掲げた WSSD の 2020 年目標を達成するためにも、化審法だけでなく、化学物質に

係る他の規制法のすべてを対象とした全体的な見直しと取組みが必要である。言い換えると、

図３に示す化学物質総合管理の評価･管理要素の全てを包括的かつ体系的に見直す必要がある。

このような検討の必要性を両議院が明確に指摘した意義は大きい。 
それゆえ政府は、改正化審法の施行ならびに SAICM への今後の対応を単に関係省庁に委ね

るのでなく、国会の附帯決議の趣旨を具体化するため政府が一体となって化学物質の総合的、

統一的な法制度および行政組織のあり方について論議し、その結果を遂行するのに相応しい場

を早急に構築する必要がある。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図３ 化学物質総合管理の評価・管理要素の全体と化審法がかかわる範囲 
 
 2）国際合意を遵守する国の責任と具体的スケジュールの明確化 
 国際合意を遵守する具体的スケジュール等の明確化を指摘する附帯決議は衆議院の１項およ

び参議院の１項である。 
いずれもこの課題を附帯決議の第１項に掲げているように、両議院は 2020 年を目途とする

WSSD の世界的目標の達成、ひいては SAICM への対応の重要性を十分指摘している。それゆ

えにこそ、両議院は政府に対して国の責任と具体的な作業スケジュールを明らかにするべきこ

とを明確に要請した。しかも、これらの附帯決議が言及している SAICM への対応が上記の化

学物質の総合的、統一的な法制度および行政組織のあり方の検討を含んでいることは論を待た

ない。したがって、前述の SAICM 関係省庁連絡会議は、少なくとも既に公開した SAICM 実

施計画の策定に関する基本的考え方を両議院の附帯決議の趣旨に照らして抜本的に見直し、附

帯決議の趣旨に則って実施計画の策定の考え方および作業スケジュールを立案し、広く各セク

ターに公開して意見を求める必要がある。 
 
 3) 人材の育成、研究機関の充実ならびに大学・大学院における専門家育成と学校教育の教育内容 

の見直し 
 人材育成、研究機関の充実ならびに教育内容の見直しに関する附帯決議は衆議院の７項およ

び参議院の７項である。日本の場合、化学物質管理におけるリスク評価の必要性が化審法を含

めて従来の規制法に極めて希薄であった。また、こうした分野に 100 を超える大学院を有する

環境報告書、CSRレポー

ト等
製品取扱
説明書

安全データ
シート

表示・ラベル作業規程類

7) コミュニケーションの確実な実施

6) リスク管理（対策の実施、点検、改善）

環境安全消費者安全製品安全労働者安全物流安全設備安全

5) リスク評価（リスク領域別の全体的な評価及び管理方策の確定）

環境生物曝露環境経由曝露室内環境曝露製品使用曝露労働作業曝露

4) 曝露評価（曝露形態別等の全体的な評価）

環境有
害性

発がん性生殖
毒性

亜慢性／慢性毒性感作性急性毒性物理化学的
危険性

3) ハザード評価（量‐反応関係、管理指針値等の設定）

物理化学的危険性（16項目）、健康有害性（10項目）、環境有害性の包括的な分類

2) ハザード分類（GHS基準に基づく全体的なハザード分類）

1) 物理化学的性状、環境中運命等の調査

環境報告書、CSRレポー

ト等
製品取扱
説明書

安全データ
シート

表示・ラベル作業規程類

7) コミュニケーションの確実な実施

6) リスク管理（対策の実施、点検、改善）

環境安全消費者安全製品安全労働者安全物流安全設備安全

5) リスク評価（リスク領域別の全体的な評価及び管理方策の確定）

環境生物曝露環境経由曝露室内環境曝露製品使用曝露労働作業曝露

4) 曝露評価（曝露形態別等の全体的な評価）

環境有
害性

発がん性生殖
毒性

亜慢性／慢性毒性感作性急性毒性物理化学的
危険性

3) ハザード評価（量‐反応関係、管理指針値等の設定）

物理化学的危険性（16項目）、健康有害性（10項目）、環境有害性の包括的な分類

2) ハザード分類（GHS基準に基づく全体的なハザード分類）

1) 物理化学的性状、環境中運命等の調査



化学物質総合管理による能力強化策に関する研究（その 9） 
‐国権の最高機関の決議に応える要諦は国際合意の誠実な履行‐ 

化学生物総合管理 第 5 巻第 2 号（2009.12）152-172 頁  
連絡先：〒112-8610 文京区大塚 2-1-1  E-mail: hoshikawa.yoshitaka@ocha.ac.jp 
受付日：2009 年 9 月 2８日  受理日：2009 年 10 月 28 日 
 

163

米国に対して、日本は皆無であることに端的に示されるように、大学においてもそうした教育

は行われて来なかった。そのため、官民ともにリスク評価・管理の人材が決定的に不足してい

る。それゆえ、化学物質のリスクベースでの評価・管理を適切に実施するためにも、また、本

来管理の主体である事業者の自主的な化学物質管理を促進するためにも、当事者の主体的管理

の重要性を規定する化学物質総合管理の法制度を整備することがまず不可欠である。そしてこ

れに加えて、人材の育成、試験評価機関の充実さらには学校教育等における教育内容の見直し

を行うことが喫緊の課題となっている。 
この課題は SAICM 実施計画における重要課題の一つである。しかも、化学物質管理が対象

とするリスクの範囲は図３、いわゆる、環境リスクに限定されない。作業場の労働者リスクや

製品がもたらす消費者リスクも当然含まれる (図３参照)。また、教育は初等中等教育から高等

教育まで広がっている。それゆえこの課題についても、現行の SAICM 関係省庁連絡会議が取

り上げるには範囲が広すぎる。政府が一体となって論議し遂行する場を整備するのみならず、

社会の幅広いセクターが参加して取り組む必要がある。 
 
（2）化学物質総合管理体制を確立することの重要性 
 1）日本の化学物質に係る法律の実態 
 日本には化学物質に係る法律が他の国に例がないほど多く存在する。それゆえ、化学物質の

総合的、統一的な法制度および行政組織のあり方を検討する場合、法律が乱立する状況をどの

ように認識するかが大きな問題となる。化審法見直し合同委員会は、この点に関して数多くの

法律の存在を「相互に補完しつつ化学物質管理の体系が成り立っている」と評価し、化審法の

規制体系を化学物質管理の全体の立場から見直す必要がないと判断した (図４参照；中環審, 
2008)。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図４ 関係当局が相互補完的と考える法律体系における化審法の位置づけ 
 
しかし実態的には、化学物質に係るこれらの法律は、取締法的な規制法がその時々の事故事

件などに応じて既存の規制法と重複しないよう追加されてきただけである。そして、社会で取

り扱われる化学物質の管理という観点から全体を体系的に組み直すことはこれまでに行われた

こともなく、また、「相互に補完して化学物質管理体系が成り立っている」ことを実証的に説明

した公的資料も見当たらない。むしろ、化学物質に係る法律が乱立する日本の現状は、化学物



化学物質総合管理による能力強化策に関する研究（その 9） 
‐国権の最高機関の決議に応える要諦は国際合意の誠実な履行‐ 

化学生物総合管理 第 5 巻第 2 号（2009.12）152-172 頁  
連絡先：〒112-8610 文京区大塚 2-1-1  E-mail: hoshikawa.yoshitaka@ocha.ac.jp 
受付日：2009 年 9 月 2８日  受理日：2009 年 10 月 28 日 
 

164

質管理の当事者である事業者や消費者、一般市民の立場からみれば図５に示すように錯綜とし

た状態にある。 
つまり、火薬類、毒物劇物、高圧ガスなどの危険有害物を取り締まる法律の存在に重ねて、

労働安全衛生、消費者安全、輸送安全、環境保全など特定のリスク分野を対象とする規制法が

混在し、それらが化学物質のライフサイクルの部分に複雑に関わっている。さらにそれに加え

て、新規化学物質の審査制度、安全データシートの交付制度、ハザード分類やラベル表示など

国際協調活動の成果として新たな管理制度が追加になると、そのような管理制度が確立された

本来の趣旨や普遍性や共通性を踏まえて、その利便性を 大限に活かすべく統一的に導入する

方策を検討することもなく、複数の省庁や法律に分散して導入してきた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図５ 当事者および一般市民の立場からみた化学物質管理に係る日本の法律の実態 
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が実態である。結果的に、化学物質に関係する行政機関の間に共通の管理認識が涵養されない
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は、その当時世界的に問題となった PCB や DDT の汚染問題に対して各国が別々に新たな管理

対策を実施すると、そのことが化学品貿易の非関税障壁になることを危惧した OECD が、加盟

国の協調により化学物質総合管理の標準的なあり方について成案をまとめ、それを理事会決議

にして加盟国に実施を要請した。しかし日本は、その直前に成立させた化審法の規制体系に固

執して理事会決議に呼応した見直しを行わなかった。 
そして次の大きな機会は、1992 年 6 月の UNCED におけるアジェンダ 21 の合意であった。

UNCED においては化学物質管理の適正化の必要性がアジェンダ 21 の第 19 章に掲げられ、

OECD が確立した化学物質総合管理の普及を促進する国際協調活動が重要な取組みと位置づけ

られた。しかし日本は、アジェンダ 21 に基づく管理の適正化に係る重要な課題の一つである、

関係者の参画を得てナショナル･プロファイルを策定し、それを基に改善行動計画を策定して実

施することにより総合管理能力の強化を図るという国家的取組みを怠った。そして、このアジ

ェンダ 21 第 19 章に基づく国際協調活動を引き継いだのが 2002 年に合意した WSSD の 2020
年目標であり、また、2006 年 2 月に合意した SAICM である。 
このような経緯を振り返れば、SAICM の実施による化学物質総合管理法制の実現は、日本が

旧来の取締法的な法体系を抜本的に組み直して、今や世界の常識といえる化学物質総合管理の

法制に移行する 後の機会であると認識する必要がある。 
 

2）化学物質総合管理法制の具体像 
 化学物質総合管理法制の代表的な事例や要件は、欧米の先進的な事例および OECD の理事会

決議やアジェンダ 21 第 19 章、さらには SAICM の基本文書など数多くの国際合意文書が存在

することから、それらに規定される管理能力強化の方策・課題を参照することによって容易に

得ることができる。それゆえ、政府が国権の 高機関である国会の附帯決議に則って総合的、

統一的な法制度や行政組織のあり方を検討する場合、総合的、統一的な法制度や行政組織につ

いて予め一定のモデルケースを想定して取り組むことは難しいことではない。要するに、縦割

りの各省庁の権限意識や既得権益を離れて、虚心坦懐に制度的枠組みを国際的枠組みに沿って

検討する意思があるか否かである。参考として、この報文シリーズで化学物質総合管理法 (仮
称) の骨子案を考案したときに想定した化学物質総合管理法制の基本形、総合管理法制に求め

られる要件、その他を以下に再録する (星川他, 2007b)。 
 
 ① 化学物質総合管理法制の基本形と総合管理法制に求められる要件 
化学物質総合管理法 (仮称) の骨子案における化学物質総合管理法制の基本的な形は図６の

とおりである。この基本形は、米国の TSCA (有害化学物質規制法)、EU の REACH 規則 (化学

物質の登録、評価、認可および制限に関する規則)、さらにはカナダの CEPA (1999 年環境保護

法) といった化学物質の総合管理に関する法律を参照して作成した国際的な整合性の確保され

たものである。 
そして、化学物質に係る規制法が乱立する日本の現状を抜本的に改善し、このような化学物

質総合管理の法制が十分機能を発揮するために求められる要件は以下のとおりであり、これら

の要件を具備した化学物質総合管理法制の実現を目指す必要がある。 
 

(a) 化学物質総合管理の概念に基づく現行法律体系の抜本的変革 
化学物質総合管理法を制定し、その下に国内で取り扱われている化学物質（自家消費を含

む）を包括的に管理する新たな行政事務を起こし、現在省庁に分散している諸関係事務を

統合し整理する。 
(b) 複数の法律に分散して非効率な基本的管理制度の統合と抜本的な機能向上 

優良試験所規範 (GLP)、ハザードの分類・表示制度 (GHS) 、初期リスク評価制度など基
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本的な管理制度を体系化して法定の一元的制度とし、化学物質総合管理法を所管する行政

機関がそれらを包括的に所掌する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図６ 化学物質総合管理法制の基本形 
 

 (c) 精密化や多様化の著しいハザード評価やリスク評価への適応力の強化 
法律の執行を支援し、かつ、化学物質のハザードとリスクの評価および調査を中核的に担

う総合評価機関を創設して専門的な人材を糾合する。 
(d) 化学物質管理に関する行政施策および行政事務の省庁間協働の確保 

化学物質管理に関係する全省庁の協議・調整の場を常設して事務局に化学物質総合管理法

を所管する行政機関を当て、省庁間の協働を促進する。 
(e) 社会の管理能力および制度運用の透明性の向上 

化学物質を取り扱う当事者の責務など各セクターの役割や化学物質に関する情報の共有化

の推進を法律に規定し、行政施策の策定や行政事務の実施過程への市民参加等の措置を講

ずる。 
 
 ② 化学物質総合管理法の管理の標準的手順と基本的管理制度 
 化学物質の総合的かつ統一的な管理を担う法律体系の中核となる化学物質総合管理法（仮称）

は、特定の規制物質を対象とする化審法と異なり、化学物質に対する社会のリスク管理能力の

向上に資することを目的とする法令である。それゆえ、事業者および行政の化学物質総合管理

の手順や管理制度を国際的な整合性や効率性に十分配慮して可能な限り明確に規定する必要が

ある。化学物質総合管理法 (仮称) においては、このような考え方に基づき、事業者および行政

の化学物質総合管理の標準的な管理手順および基本的な６つの管理制度を図７のように規定し

た。 
 今回の化審法改正によって導入された当局が行う特定化学物質を選定する手順や規制制度も、

図７に示した管理の標準的手順や基本的管理制度と類似した側面はある。その理由は図７に示

した手順および管理制度が世界の化学物質総合管理の標準的な考え方であることによる。しか

し両者の決定的な違いは、改正化審法の場合には、各省庁の縦割り的分掌に固執しているため

に、ハザード評価やリスク評価が極めて限定的に行われるだけでなく、事業者の主体的管理の

新法：化学物質の総合管理に関する法律

労働者安全衛生に関する法規

消費者製品に関する法規

危険物輸送に関する法規

環境保全に関する法規

保安防災に関する法規

（指針・基準の例）
優良試験所規範 の適用に関する指針 (GLP準拠) 
化学物質の危険有害性の分類及び表示等に関する指針 (GHS準拠)
化学物質の人及び環境曝露の初期リスク評価に関する指針 (OECD/SIDS準拠)
危険有害物の製造禁止等の判定基準

化学物質総合管理の基本体系及び「総合管理原則」を一元的に執行する法規で、
人および環境に対するハザードの一元的評価および労働者、消費者、一般市民
および環境生物の曝露に関する包括的な初期リスク評価を行い、ハザードの分
類・ラベル表示、SDS等のコミュニケーション制度を運用する。

(GHS)
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重要性、他の関連法規との協働体制、さらには限られた人的資源を有効に活用するために必要

な所管行政機関や評価機関の一元化などの管理体制のあり方に関する規定が全くないことであ

る。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図７ 化学物質総合管理法（仮称）における管理の標準的手順と基本的管理制度 
 
 ③ 一元的所管行政機関および総合評価機関 
 化学物質総合管理法 (仮称) における管理・執行体制のあり方を示すと図８のとおりである。 
世界に普遍化した化学物質の総合管理の考え方に従えば、一元的なハザード評価と分類、全て

の人（労働者、消費者、一般市民）と環境生物の曝露評価や初期リスク評価などを化学物質ご

とに総合的かつ体系的に行い、そして規制対策が必要なリスク管理領域を特定する必要がある。

そのため、一元的な所管行政機関と総合評価機関の整備が不可欠であることに加えて、労働安

全衛生、消費者安全、環境保全などリスク管理の領域を担う他の省庁との協働の仕組みを整備

する必要がある。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図８ 化学物質総合管理法制における関係行政機関等の協働体制 
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５．おわりに 

 2003年の化審法改正の際の附則第 6条に基づきその 5年後に行われた今回の化審法の見直し

は、化学物質総合管理を世界的に普及させる国際協調活動である SAICM という大きな国際的

潮流の中で行われた。しかし、政府提案による改正は、現法の規制体系の枠に固執し、各省庁

の縦割り分掌を払拭できないまま極めて部分的に修正するだけに留まった。一方、これに対す

る国会附帯決議は、化審法の規制体系の枠を超えて、日本の化学物質管理を俯瞰し総合的かつ

統一的な法制や行政機関のあり方を検討して抜本的に見直すべきことを政府に要請するもので

あった。 
 国会附帯決議がこのように先見的なものになった一つの理由としては、合同委員会が化審法

の見直しに当たって提示した問題提起と 終的な結論との間に大きな乖離が存在したことを指

摘することもできる。例えば、合同委員会はその第 1 回会合において化学物質管理に係る国際

動向を説明する資料を配布した。その資料に記載された国際動向の事例は表９のとおりである

が、ストックホルム条約を除けば、いずれも化学物質総合管理に係る事例と理解すべきもので

ある。 
 

表９ 合同委員会が参照した化学物質管理に係る国際的な動向 
国際機関等の動向 諸外国の動向 

1．SAICM（国際化学物質管理戦略） 
2．残留性有機汚染物質に関するストック

ホルム条約（POPs 条約） 
3．分類・表示の世界調和システム（GHS）
4．OECD（経済協力開発機構）における

活動 

1．欧州 
2．北米 
（1）米国    
（2）カナダ   
（3）北米における地域連携 
（4）カナダとオーストラリアの地域連携

3．東アジア（中国、韓国） 
  註：下線付きは化学物質の総合管理に係る国際的動向である。結果的には、化審法の見直しに当た

って、これらを化審法に関連する国際動向として参照したことは適切でなかった。 
 
 しかるに、その後合同委員会がまとめた中環審の答申とそれに基づき政府が提出した改正案

は、表９に例示した化学物質総合管理に係る国際的動向への対応を積み残して、極端に言えば

ストックホルム条約だけを参照して作成されたにすぎないものであった。極論すれば、日本の

半導体産業の窮地を救済するために PFOS (パーフルオロオクタンスルホン酸塩) の使用を可

能にするための法改正であったと揶揄されても仕方のないような場当たり的かつ部分的な改正

になってしまった。 
化審法を超えた化学物質総合管理に係る事項が多い今回の国会附帯決議は、化学物質管理に

係る国際合意やその背景にある国際動向を踏まえて化審法のあり方を抜本的に見直すことこそ

が も肝要であることを明白に示したものである。政府はこれを高く評価し適切かつ迅速に対

応する責任がある。 
また、今回の国会附帯決議に関連する関係省庁の取組みとして SAICM 関係省庁連絡会議の

問題がある。この連絡会議は、第 6 回会合の議事として SAICM 国内実施計画の策定に関する

基本的考え方を開示した。しかし、その考え方は SAICM 実施に関する諸外国の国際合意に基

づく協調的な取組みと大幅に異なっており、いわば日本の特殊事情、規制法の乱立、縦割り行

政の弊害などの過去の遺物を 大限に温存した取組みとなっている。 
したがって、連絡会議が考えているような SAICM の実施に向けた考え方は、現時点に至っ

ては国会附帯決議の趣旨に反するものになっており、抜本的に改める必要がある。附帯決議の
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趣旨に呼応して国際合意を誠実に履行する観点から、政府が一体となり、かつ、社会の幅広い

セクターを糾合して SAICM の国際協調活動を遂行する新たな仕組みや場を構築する必要があ

る。そして、その場合において 初に行うべきことは、日本の化学物質総合管理の現状を社会

の幅広い分野について分析するナショナル・プロファイルを策定し、そして日本の化学物質管

理政策を確立し、それらを基に国際協調に配慮しつつ国内実施計画を策定して実行することで

ある。そしてその中に、化学物質総合管理法の制定がなくてはならないことは論をまたない。

これこそが国会附帯決議を尊重しつつ国際合意を踏まえて政府が取り組むべき 善の選択肢で

ある。 
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付表 改正化審法の採択における両議院の附帯決議 

衆議院： 
政府は、産業の基盤であり国民生活において極めて広範に使用されている化学物質の安全性を確

立することが国民の生命や環境の保護に不可欠であり、かつ、我が国産業の国際競争力の一層の強

化につながることから、その管理・規制に関する体制の整備を図ることが重要であることにかんが

み、本法施行に当たり、次の諸点について適切に措置すべきである。 
 

１ 2020 年を期限とする国際合意の確実な履行に向けて、本改正案による規制強化措置が、事業主

のみならず国民全般からの理解を得て円滑かつ着実に実施されるよう、国の責任と具体的な作業

スケジュールを明らかにするとともに、調査研究や検査・監督に万全を期するよう体制の整備や

十分な予算の確保に努めること。 また、合意の履行に当たっては、先進国間における情報の一

元化等に努めるとともに、アジアをはじめとする関係各国ともその実施スキームの確立や登録情

報の共有を図るなど、国際的な協調の下に対策を推進し、本法に基づく化学物質管理スキームが

事実上の国際標準として受け入れられるよう努めること。 
 
２ 化学物質のスクリーニング評価に当たっては、化学物質に対する感受性の高い胎児、乳幼児及

び高齢者等への直接曝露及び環境曝露を十分に勘案し、詳細な曝露関連情報の提供を事業者に求

めること。 また、生体影響評価の重要性を踏まえた評価手法の確立及び効率的なデータ収集の

ための技術開発等に努めること。 
 
３ 化学物質のリスク評価に当たっては、その透明性及び客観性を確保する観点から、評価計画、

評価結果等を公開するとともに、評価の審査等には多様な主体を参加させる等の体制を整備する

こと。 また、政府の行ったリスク評価の妥当性を審査する外部委員会を用いて行うこと。 
 
４ 事業者による自主的な化学物質のリスク評価及び管理を促進するために、低コストで実施でき

るリスク評価手法の開発・普及を図るとともに、データ収集に係る作業の定量化等、事業者の負

担軽減に努めること。 また、規制の実効性を確保するため、中小企業がこれに円滑に対応でき

るよう、新たなスキームの十分な周知徹底に努めるとともに、効果的な支援策の実施を検討する

こと。 
 
５ 化学物質の適切な管理を一層促進するため、化学物質の分類及び表示に関する世界調和システ

ム (GHS) に基づく表示、化学物質の安全性情報、リスク評価結果及び管理手法等について、川

上事業者から川下事業者に至るまで情報の伝達及び共有ができるようにすること。 また、消費

者への理解を促進するため、化学物質に関する安全性情報の製品表示等について検討すること。

 
６ 「エッセンシャルユース」として認められた化学物質については、必要 小限の利用にとどめ、

定期的に厳密な評価を行いその結果を公表するとともに、事業者に対し代替化及び低減化に向け

た取組を促すこと。 
 
７ 事業者による自主的な化学物質管理を促進するため、化学物質管理を担える人材の育成及び研

究機関の充実に努めること。 また、大学及び大学院における定量的構造活性相関 (QSAR) の手

法、計測、リスク評価及び管理に関する専門家育成の検討に加え、学校教育における化学物質に

関する教育内容の見直しを図ること。 
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８ 化学物質による人の健康や生態系への悪影響を未然防止するために、予防的な視点に基づき、

懸念のある化学物質については、科学的知見が集積されるまでの間、厳格な曝露管理又は大体の

検討を事業者に促すこと。 
 
９ 化学物質の適正な利用及び化学物質によるリスクの低減に関する長期的、計画的な施策を推進

するに当たっては、関係省庁間の連携を図りつつ、事業者の負担の軽減及び消費者の化学物質に

関する理解の促進に資するよう、化学物質に関する総合的、統一的な法制度等のあり方について

検討を行うこと。 
参議院： 

政府は、本法施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。 
 

１ 化学物質が人の健康と環境にもたらす悪影響を 小化する方法で使用・生産されることを 2020
年までに達成するという国際合意を遵守するためには、サプライチェーンの川上のみならず、流

通、使用、処分、廃棄等を含めたライフサイクル全体に及ぶ適正な管理が必要であることから、

化学物質の規制等を所管する省庁の連携・協力と情報共有を一層強化するとともに、関係する事

業者のみならず、国民全体の理解を得て、化学物質のリスク評価を確実に進め、管理について万

全を期すること。 このため、今後の具体的なスケジュールを明らかにするとともに、調査研究

や検査・監督に資する体制の整備や十分な予算を確保すること。 
 
２ すべての化学物質が製造・輸入数量等の届出対象となることにより、収集・分析される情報が

格段に増えることを踏まえ、関係事業者の協力を広く求め、有害性調査指示を的確に行うととも

に、国においてもリスク評価を着実に進めること。 このため、事業者に対して新たな制度の十

分な周知徹底に努めるとともに、自主的なリスク評価・管理を推進するため、低コストのリスク

評価手法の開発・普及、データ収集作業の定型化等、事業者の負担軽減に努め、中小企業を始め

とする事業者への効果的な支援策を実施すること。 
 
３ 化学物質の適切な管理を一層促進するため、化学品の分類及び表示に関する世界調和システム

(GHS) に基づく表示、化学物質の安全性情報、リスク評価結果及び管理手法等について、川上事

業者から川下事業者に至るまで情報の伝達及び共有ができるようにすること。 また、消費者への

理解を促進するため、化学物質に関する安全性情報の製品表示等について検討すること。 
 
４ 化学物質のリスク評価を行うに当たっては、人体への直接暴露及び環境暴露を十分に考慮し、

予防的な視点に立ち、懸念のある化学物質については、科学的知見が集積されるまでの間、厳格

な暴露管理または代替の検討を事業者に促すこと。 
 
５ 化学物質のリスク評価に当たっては、その透明性及び客観性を確保する観点から、評価計画、

評価結果等を公表するとともに、評価の審査等には多様な主体を参加させる等の体制を整備する

こと。また、政府の行ったリスク評価の妥当性の審査には外部機関を活用すること。 
 
６ 「エッセンシャルユース」として認められた化学物質については、必要 小限の利用にとどめ、

定期的に厳密な評価を行いその結果に応じた措置を行うとともに、事業者に対し代替化及び低減

化に向けた取組を促すこと。 
 
７ 化学物質のリスクベースでの評価・管理を適切に実施するため、大学及び大学院における専門

人材の育成について検討するとともに、関連する研究機関の拡充に努めること。 
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８ 化学物質管理が多くの法律に基づきなされている仕組みが、国民の目から分かりにくいとの指

摘を踏まえ、化学物質に関する総合的・統一的な法制度の在り方について検討を行うこと。 
 
９ 人の生命・健康や生態系を守るという観点から、厳正なリスク評価・リスク管理を行うのみで

なく、本法に基づく化学物質管理の在り方について、国際的にも先進的なものとなるよう、必要

に応じて見直しを行うこと。 
 
10 試験に要する費用・期間の効率化や国際的な動物試験削減の要請にかんがみ、定量的構造活性

相関の活用等を含む動物試験の代替法の開発・活用を促進すること。 また、国内外の法制度で

明記されている動物試験における３R（代替法活用、使用数削減、苦痛軽減）の原則にかんがみ、

不合理な動物実験の重複を避けるなど、３R の有効な実施を促進すること。 
 
11 暴露実態を考慮した施策の実施及びその効果等の的確な把握のため、製造・使用の現場、環境

中、人体・動植物の体内の化学物質の残留量等を測定するなどのモニタリングを十分に行い、そ

の結果を施策に着実に反映させること。 また、やむを得ずモニタリング対象外となる化学物質

についても、ＰＲＴＲデータ等を活用した適切な評価手法の確立など、対策に万全を期すること。

 
12 化学物質によるリスクの低減・削減に関する施策を長期的、総合的、計画的に推進するため、

基本理念を定め関係者の責務及び役割を明らかにするとともに、施策の基本事項を定めるなど、

化学物質に関する総合的、統一的な法制度及び行政組織の在り方等について検討を早急に進める

こと。 また、化学物質管理に限らず、政府の施策全体に予防的取組方法を採用するために、統

一的なガイドラインを早期に策定すること。 
 


