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1口なぜ環境問題か

人間の欲望は向上″亡セ 生み出し、文明を発展

させる原動力となったが、そには人類破壊の元凶

(危機)が潜んでいます。

今日、創造してきた文明観 (人間中心原理)が間

われ、以下の重大な危機が人類を襲ってぃます。

(1)世界の三大危機

O核 兵器 (戦争)の危機

核拡散、民族紛争、テロ、プル トニウム

②地球環境破壊の危機

環境問題は農耕牧畜文明の発生とともに始まる。
→農耕牧畜文明→都市文明→工業文明(産業革命)
→科学技術文明 (自然を征服する文明に)

③人間性 (精神)破壊の危機

人類は欲望の解放とともに宗教や道徳への信

頼を失い、快楽を追求する動物的な存在となる。

2.公 害から環境問題ヘ

世界の三大危機の一つである環境問題 (自然破

壊)に焦点を合わせてみます。

(1)文明の発達と利便性

利便性追求と科学技術の発展が、人類に対する

以下の課題をつくり肥大化しています。

①エネルギー消費と人口増加
・エネルギー消費量

原始人 (100万年前)

原始農業人 (5000年前)

現代人 (現在)

。人口増加

17世紀半 (5億 人)→ 19世紀初 (10億人)
→ 1925年(20億人)→ 1974年(40億人)

→ 1990年(60億人)→ 2050年(10o億人超)
・森林の消滅と文明の荒廃

人類は、繰 り返し森林を破壊 (砂漠化)す るこ

とにより文明を発展 (*)させてきました。
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メソポタミア(ペルシャ湾)<小 麦・大麦の栽培、

牧畜>で の森林彼壊に始まり、森林をもとめて

⇒ギリシャ(地中海・エーゲ海)<船造り,青銅器>

⇒ヨーロッパ大陸 (17世紀に9o%の 森林被壊)

⇒アメリカ大陸 (1492年から300年間に森林の

80%破壊)⇒東南アジアヘと移動してきました。

0廃 棄物の発生 (日本′/年間)
・総物資投入量は21億 トン<8億 トンが輸入 >
・環境中にエネルギー消費 (4億 トン)と 廃棄物

排出 (5億 トン)及び食料消費に13億 トン

・1世帯当たりの利用資源は13地/日、不要物の

'1出は 5 kg/日に達 しています。

③化学物質の使用に伴う有害化学物質の発生
・登録されている化学物質は1700万種以_上あ り

毎年80万種増加 (登録)している。
・工業的に製造 ・使用されている化学物質は10万

種 (日本では 5万種)、生産量は6億 トンに_Lる。
・有害化学物質の事例

◎内分泌槍乱化学物質 (環境ホルモン 67種)ダ

イオキシン、PCB、 フタル酸エステル、アル

キルフェノール、ビスフェノールA、 トリフェ

エル<ブ チル>ス ズ、殺虫剤、殺菌剤、除車剤

◎POPs(残 留性有機汚染物質)

[毒性]発がん性、神経障害、ホルモン異常

[高蓄積性]生物の脂肪組織に濃縮

[難分解性]化学的安定、長期間環境中に残留

[長距離移動性 (バッタ効果)]極地などに蓄積

a.農薬 ・殺虫剤 (アル ドリン、ディル ドリン、

エ ンドリン、DDT、ヘプタクロル、クロル

デン、HcB、BHC、PCP、トキサフェン)

b工 業製品 (PCB、多環式芳香族炭化水素、マ

イレックス<防 火剤>、塩素化パラフィン)

c非 意図的生成物(ダイオキシン類、フラン類)

◎浮遊粒子状物質(SPM isuspended Pardculate

Matter)[呼吸器に悪影響、発がん性、変異原性]

(PM25 ベヽンゾ(a)ピレン、多環芳香族炭化水素)

:   2,000Kca1/日

t  12,000Kca1/日

: 230,000Kca1/日



(2)公害問題から循環型社会形成ヘ

国が対応してきた環境政策の経緯を振 り返って

見ることにします。

①明治初期 (1890～):足尾鉱山鉱毒事件

②1967年:公害対策基本法 (昭42法律132)

,事業者が引き起こす公害を防止するために汚染

物質などを規制する。

⇒水俣病 (Hg)、イタイイタイ病 (Cd)等 .

③ 1992年:地球サミット(リオデジャネイロ)

・アジェンダ21⇒世界が協力し地球環境を守る

行動計画。

④1993年:環境基本法 (平5法 律91)

・環境に関する分野で国の基本的な方向性を示す。

公害対策基本法と自然環境保全法を一体化し、

新たに対策手法を導入した。

①1997年:環境影響評価法 (平9法 律81)

・環境アセスメントが、環境保全上極めて重要で

あると認識し、手続きを定め事業内容に反映さ

せ、環境保全を行う。

①2000年 :循環型社会形成推進基本法

(平12法律110)

。社会の物質循環の確保、天然資源の消費抑制、

環境負荷の低減に努める。

3=循 環型社会に向けて

現在わが国では、天然資源の枯渇、地球温暖化

など地球規模で環境問題を生じる「大量生産、大

量消費、大量廃葉型社会」から脱却し「循環型社会

の形成」に向け法整備が進められています。

(1)循環型社会形成推進基本法 (平12法律110)

(←環境基本計画←環境基本法)

①廃棄物処理法 (昭45法律110)

廃棄物の発生抑制、適正処理、処理基準の設定等

②資源有効利用法 (平5法 律48)

再生資源のリサイクル、3Rの 推進 (リデュー

ス、リユース、リサイクル)

①容器包装リサイクル法 (平7法 律112)

0 4 ・7 理 窓

容器包装の収集 と再資源化

④家電リサイクル法(平10法律97)

廃家電の再商品化(消費者、小売店、製造業者)

①食品リサイクル法(平12法律116)

製造・加工・販売業者が食品廃棄物を再資源化

⑥建設リサイクル法(平12法律104)

建築物の分別解体・建設廃材の再資源化

⑦自動車リサイクル法(平4法 律87)

フロンの回収、解体、破砕や再資源化

③グリーン購入法(平12法律100)

国が率先して再生品などの購入を推進

③その他環境を守る主な法律
・水質汚濁防止法 (昭5法 律138)
・土壌汚染対策法 (平14法律53)
・大気汚染防止法 (昭43法律97)
,悪臭防止法 (昭46法律91)
・騒音規制法 (昭43法律97)
・振動規制法 (昭51法律64)
・ダイオキシン類対策特別措置法 (平11法律105)
・化審法 (昭48法律117)
・PRTR法 (化学物質管理促進法)(平11法律86)他

4ロダイオキシン類と毒性について

ダイオキシン類を含む多くの化学物質には、ヒ

トの健康を損なう有害なものが見られるが、これ

らの生成や有害性について考えてみます。

(1)ダイオキシン類の生成

ポリ塩化ジベンゾーパラージオキシン (PCDD),

ポリ塩化ジベンゾフラン(PCDF)と コプラナーポ

リ塩化ビフェエル (コプラナー PCB)を まとめて

ダイオキシン類と定義します。

ダイオキシン類の化学構造式を以下に示す。

区:
C I 文

願
ly  clx   PcDF    Cty

C l y

Co―PCB

PCDDは 75種類、PCDFは 135種類、コプラナー

PCBは 十数種類の異性体があります。



これらのうち毒性があるのは29種類です。

ダイオキシン類は、主にごみ焼却炉などの燃焼

過程で副生成物として生成されます。

生成ルー トには、次の二つが考えられています。

①塩素を含むプラスチック等の燃焼によリクロ

ロベ ンゼ ンを経て生成する。

②木製品、紙製品、生ゴミ等の燃焼により生成する。

(デノボ生成 iCu、 cOを 触媒)

ダイオキシン類は800℃以上で分解するため、

高温での燃焼により生成を抑えられます。

デノボ生成は200℃から400℃の範囲 (最適温度

は320℃)でおこります。

(2)化学物質の毒性等について

O有 害性 (毒性)

化合物の「有害性」を判断するため、主な項目を

示 します。

,発がん性 :動物の正常細胞 に作用 して、細胞 を

がん化する性質

・変異原性 :突然変実 を引 き起 こす性質

・1漫性毒性 :12ヵ 月以上反復投与 し、毒性影響の

出ない用量 を決める<経 日、吸入 >

・生殖 /発生毒性 :雌雄の生殖及び発生機能に対

する有害作用

・感作性 イヒ学物質への反復暴露後に、暴露された

人の正常な組織にアレルギー反応を生 じさせる

・生態毒性 !主 として魚、ミジンコお よび藻類 に

対する毒性

・オブン層破壊物質 :モ ン トリオール議定書 に規

定 (塩素 ・臭素 ・フッ素 一
炭化水素)

・毒物及び濠J物 :経田毒性 による

毒物→ LD50値 が 30mg/kg以 下

劇物→ LD50値 が 30～ 300mg/kg以 下

・危険物 (消防法によ り危険な化学物質を分類)
[第1類]!酸化性Ffl体(塩素駿塩)
[第2類]i百r燃性回体(赤リン、金属粉)
:第3頼]!自然発火・禁水性物質(金属ナトリウム)
[第4類]!り1火性液体(ジエテルエーテル)
[第5類]:自己反応性物質(硝酸エステル)
[第6類]1酸化性液体(過塩素酸)

3ダ イオキシンの毒性

毒性評価は、毒性の最も強い2,3,7,8-TCDDを

]と し、他のダイオキシン類は毒性を換算した

4系教 [毒t生等価係数 (TEF):TOxic Equivalency

Factor]で表示 します。量や濃度はTEFに よ

る毒性を合計 した値 [毒性等量 (TEQ):TOxic

Equivalent]を用います。

[耐容一日摂取量(TDl):Tolerable Daily intake]

は生涯摂取 し続けても問題ない化学物質量で、

体重 l kg、一日当たりの摂取量を意味します。

①ダイオキシン類の基準と現況 (平均的濃度)
・耐容一日摂取量 [TDI]:4 pg―TEQ/体 重kg/日
・環境基準として

大気 :年平均値 o6pg一 TEQ/m3以 下

水質 i年平均値 l pg一 TEQ/L以 下

土壌 :1,000pg―TEQ/g以 下

底質 i150pg―TEQ/g以 下

・環境の現況 (平均的な濃度)

大気中  :o18pg/m3  土 壊中:6 5pg/g

公共用水城 :0 24pgナ'L

5,地 球環境の危機 を救 うために

もはや、人類が生態系のなかに組み込まれて生

きていた時代に戻ることはできません。

人類全体 ・万人の欲望を満たすには地球の資源

では足 りないことは明らかです。

環境問題の本質は、「人類が自然 (地球)と現代文

明との折り合いを付けるレベルを設定すること」

と言いかえられますが、物質文明のとりことなって

しまった現代人には、近代文明とは全 く異なる幸

福の価値観、欲望の性質、社会経済体制など新たな

文明の潮流を倉J造する必要に追られています。
一例 として、自然征服型の人間中心主義か ら

脱却 し、自然への畏敬を信仰とする森の宗教や森

(里山)の 文明を再興する、言い替えれば、多神教

の世界、循環的な世界観、自然との共存の世界観

を共有することが考えられます。

= 超 微量物質の単位 =

μg(マ イクログラム)=lo 6g(loo万 分のlg)
<家庭用風呂に角砂糖 1個 (lg)を溶かす>

ng(ナ ノグラム)=lo 9g(lo億 分のlg)
<50mプ ールに角砂糖 1個 (lg)を溶かす>

pg(ピ コグラム)=lo 12g(1)ほ分のlg)
<東 京 ドームに角砂糖 1個 (lg)を溶かす>


