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和文要約
今日、ゴミの焼却などにより環境を汚染しているダイオキシンによる健康への影響が社会
的にも大きな問題になっている。これまでに、ダイオキシンの健康に及ぼす影響についてリ
スクアセスメントがなされ、耐容一日摂取量（ＴＤＩ：Tolerable Daily Intake）が決められて
いる。この、ＴＤＩは、ダイオキシンによる健康影響を未然に防止する観点から的確な対策
を講じる上で重要な指標である。９９年６月に、政府は、環境庁・厚生省の合同会議の報告
にもとづき、コプラナーＰＣＢを含むダイオキシン類のＴＤＩの当面の数値として4 pg
TEQ/kg/日を決定した。本稿においては、この新たなＴＤＩの数値を導いた考え方を紹介
し、ダイオキシンのリスクアセスメントに関する現状と問題点を概説する。
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ダイオキシンによるヒトの健康への悪影響が懸念されている。これまで、事故などによ
る大量の曝露を受けたヒトの健康影響についての報告はあるが、通常の環境で生活をしてい
るヒト集団において、実際どのような影響があるのか、あるいは起こっているのかについて
はよくわかっていない。このような問いに対して、量・反応関係に基づき、どの程度の量に
曝露したときに、どのような影響がどの程度の頻度で生じうるかを確率論的に扱う手法のひ
とつがリスクアセスメントである。
リスクアセスメントはリスクマネッジメントのために必要な科学的知見を提供するため
に行われるもので、図１のように概念的に表わすことができる。このリスクの判定に用いら
れる指標は、許容一日摂取量（ＡＤＩ：Acceptable Daily Intake）あるいは耐容一日摂取量
（ＴＤＩ: Tolerable Daily Intake）として科学的な知見をもとに決定される数値である。前者
は、コスト（この場合は、健康への影響）と便益に基づいた概念であり、農薬や食品添加物
の基準に用いられてきた。後者は、ダイオキシンのような直接的に何ら便益をもたらさない
有害無益な物質に対してどこまで耐え忍ぶことができるのかという概念であり、環境中の有
害化学物質の排出基準等に用いられている。
このＴＤＩは、ヒトが一生涯にわたり摂取しても健康に対する有害な影響が現れないと
判断される一日当たりの摂取量である。すなわち、ＴＤＩ概念が成り立つ前提として、毒性
の発現のレベルに閾値があるとみなすことができる物質が対象となる。経験的に、遺伝子に
傷をつけることにより発癌を引き起こす物質については閾値が無いとみなし、他方、それ以
外の物質については、特定の用量以下では影響が観察されない閾値があるとして量・反応関
係を扱っている。ダイオキシンの場合、後述のように、直接的な遺伝子傷害性を有しないと
の判断から、多くの国において、ＴＤＩの算出には、無毒性量（ＮＯＡＥＬ）あるいは最小
毒性量（ＬＯＡＥＬ）に不確実係数を適用する方法が用いられてきた。１，２）
ＷＨＯ欧州地域事務局及び国際化学物質安全性計画（ＩＰＣＳ）は、１９９８年５月、
TDIの見直しを行った。日本においては、WHOの報告を参考にしつつ、９９年６月に環境庁
・厚生省の合同会議（以下、環境・厚生合同会議と略す）により、新たなＴＤＩの設定を
行った。本稿においては、新たなダイオキシンのリスクアセスメントについて、最近の話題
を中心に概説する。なお、ＷＨＯ(http://www.who.int)及び環境・厚生合同会議の報告書
(http://www.eic.or.jp)は、それぞれの括弧内のホームページ等を参照して頂きたい。３,４)

II．ダイオキシンの同族体と毒性等価係数5）
ダイオキシン類とは、ポリ塩化ジベンゾパラジオキシン（ＰＣＤＤ）及びポリ塩化ジベ
ンゾフラン（ＰＣＤＦ）の同族体２１０種の総称である。また、ＰＣＢのなかにも平面型の
分子構造を有し、ダイオキシン類似の毒性作用を持つものがあり、コプラナーＰＣＢと呼ば
れている。
環境中には、これら化合物の同族体が共存する。個別にリスク評価を行うことは現実的
に不可能に近いことから、同族体のそれぞれの毒性強度を、同族体の中で最も毒性が強い
2,3,7,8-TCDDの毒性を１として毒性等価係数（ＴＥＦ : Toxic Equivalency Factor）を用いて
表わす方法が用いられている。
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ＴＥＦは、長期毒性、短期毒性、生体内（in vivo ）及び試験管内（in vitro）の生化学反
応についての試験結果を総合的に判断し、同族体間で比較して設定されている。今回のダイ
オキシンの毒性評価に用いられているＴＥＦの値は、１９９７年にＷＨＯの専門家会合で改
訂されたものである。なお、毒性があるためにＴＥＦが定められている同族体・異性体は、
２９種類（ＰＣＤＤが７種、ＰＣＤＦが１０種、コプラナーＰＣＢが１２種）である。
ヒトが曝露するダイオキシンの量は、各同族体の量にそれぞれのＴＥＦを乗じた値を加
算して求めた毒性等量（ＴＥＱ:Toxic Equivalent）として表わされる。本稿においては、こ
れらのダイオキシン関連化合物の総量は、TEQを用いて表示するが、コプラナーPCBを含ま
ないPCDD及びPCDFのみの測定値であることが明らかな場合は、I-TEQを用いて表示する。

III．有害性の確認
１．ヒトにおける毒性影響
事故による中毒や職業的曝露などのダイオキシンの過剰曝露による影響は、農薬原料で
ある２，4，５，三塩化フェノール(TCP)もしくは２，４、５―Ｔの製造工場の事故による環
境汚染、製造工程における曝露、ベトナム戦争の枯葉剤散布などが報告されている。
人体に対する影響は、発癌とその他の症状である。ヒトにおける発癌は、化学工場従事
者や2,4,5-Tの撤布をした農夫などの集団で全がん死亡率の上昇が報告されており、また、
部位別に呼吸器がん、非ホジキンリンパ腫、軟部組織肉腫等の発生率の上昇が観察されてい
る。
このうち、Fingerhutらは、呼吸器系癌に着目をして、疫学データによる発癌による死亡
のリスクを推定している。それによると、過剰死亡率は 0.85 x 10-3/年であり、これら対象
者の平均曝露量は63.0 pg/ｋｇ/日であることから線形関係を仮定すると1 pg/kg/日あたり1.3
x10-5/年となる。すなわち、この曝露量では１００万人あたりの年間に１３人がダイオキシ
ンによる癌により死亡する計算となる。
この推定は、過剰評価をしている可能性が高い。その理由は、閾値がない線形を仮定し
ていることなどによる。米国EPAの発癌リスクに関する考え方は、１００万人に１人の割合
で生じる発癌（死亡）は、実質的に安全とみなそうという前提に立っている。動物実験の発
癌強度の指標である1 pg/kg/日あたり1x10-4をもとに計算し、0.01 pg/kg/日を実質的安全量と
しており、これは、我が国はじめヨーロッパ諸国とも異なる考え方による。１）
ダイオキシン類への曝露により共通して認められた癌以外の症状は、クロルアクネの発
生である。その他、注目すべき症状として、イタリアのセベソで、曝露レベルの高い地域に
おいて、１９７７年４月（災害９ヶ月後）から翌年１２月までの間に出産された７４例で
は、出産児の性は女子に偏っていたことから６）、ダイオキシンの生殖発生段階での毒性発
現が疑われている。ベトナム戦争でオレンジ剤（2,4,5-Tが主成分）の撤布に従事した米国
退役軍人を対象にした調査によれば、糖尿病などの糖質代謝障害と2,3,7,8-TCDD曝露との関
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連性が指摘されたが、発癌などとの関連は知られていない。
１９６８年に、西日本を中心に発生した油症では、原因となった米ぬか油及び患者の血
液液や脂肪組織から、ＰＣＢとともにPCDFが検出された。油症においては、クロルアクネ
をはじめ、様々な皮膚症状、視力減退、しびれなど神経症状などが観察された。油症研究班
により、主たる原因物質はＰＣＤＦと判定された。７）
食事等による通常レベルの曝露において、明らかな健康影響を示す知見はほとんど無
い。特に、母乳経由のダイオキシン曝露による乳児の健康影響、あるいは胎児期における胎
内曝露による健康影響については、日本、オランダ、米国など免疫系及び甲状腺機能などに
関する研究が進められている。オランダにおける母子の集団を対象とした大規模な疫学調査
によると、母親の血漿中のＰＣＢ及びダイオキシン類濃度と、出生時体重低下、神経学的試
験成績の低下、精神運動性の低下、認知学習のスコアの低下、免疫機能の低下との関連が認
められている。８）
また、母乳中のＰＣＢ及びダイオキシン類濃度と生後２週における神経学的指標、甲状
腺ホルモンのT4の低下、甲状腺刺激ホルモンTSHの増加、42ヶ月における免疫機能への影響
との関連が認められている。９）我が国においては、長山らにより、特に曝露のない集団で
母乳中のダイオキシン類の濃度と子の甲状腺刺激ホルモン(TSH)とに相関があり、甲状腺ホ
ルモン(T4)とは逆相関の傾向が報告されている。１０）最近の厚生科学研究「母乳中のダイ
オキシン類に関する調査」（９９年８月２日；厚生省、ホームページ）によると、一般住民
において、母乳栄養と人工乳との比較をしたところ、１歳児において免疫機能及び甲状腺機
能共に、異常は認められなかったという。
オランダ及び日本のデータに関して、これまでの報告された限りでは、個人レベルで診
断がつけられる程異常は明確なものではない。また、オランダにおける影響は、コプラナー
ＰＣＢの曝露もあるが、主としてＰＣＢへの曝露と考えられる。また、アメリカのミシガン
湖に生息する魚を多量に食べている母親から生まれた子供における発育への影響が調べら
れ、４歳時の言語能力、記憶能力は臍帯血中のPCB濃度と負の相関が認められている。しか
し、ミシガン湖の場合は、他の重金属、農薬による汚染なども知られ、ダイオキシンとの関
係は明確ではない。

２. 実験動物における影響
これまでダイオキシン類の毒性リスク評価に用いられてきた指標は、ラットやマウスを
用いた慢性影響であり、発癌や肝臓毒性であった。ダイオキシンのリスクアセスメントに最
も活用されてきた実験データは、ラットにおける発がん性に関するKocibaらの報告1１）
(1978) である。
９０年以降、比較的低用量のダイオキシン類により生殖・発生毒性、免疫機能、脳の高
次機能に及ぼす影響が報告されている。１９９８年のＷＨＯ会合及び１９９９年の環境庁・
厚生省の合同会議のリスクアセスメントにおいては、比較的低用量の実験で、毒性が観察さ
れた事象がとりまとめられた。生殖・発生毒性については、比較的高用量のダイオキシンを
妊娠マウスに投与にすることにより仔において口蓋裂、水腎症などの奇形が観察された。
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他方、低用量のダイオキシンを妊娠ラットに曝露することにより、仔の雄性及び雌性生
殖器への影響が観察された。すなわち、精子形成機能の異常、前立腺など副生殖器への影
響、生殖器の奇形などである。霊長類であるアカゲザルを用いた実験においては、子宮内膜
症が観察され、また、妊娠及び授乳による曝露を受けた仔サルにおいて、学習機能異常が認
められた。免疫毒性について、妊娠マウスにダイオキシンを投与した仔マウスにおいて、胸
腺萎縮、細胞性及び体液性免疫異常、ウィルスへの感染抵抗性の低下、抗体産生能の抑制な
どが報告されている。

IV．曝露量アセスメント
事故による曝露及び職業曝露においては、地域的に高濃度の2,3,7,8-TCDDによる汚染と
して、イタリア・セベソ、米国・タイムズビーチ、ベトナムなどの汚染、さらに、化学工場
における2,4,5-Tなどへの職業曝露が知られている。詳細は、他の解説書に譲るが、血清中
の2,3,7,8-TCDDのレベルは、例えば、セベソの汚染事故では、最大56,000 pg TEQ/g脂肪との
報告もあり、職業曝露では140〜2,000 pg TEQ/g脂肪と推定されており、一般環境中のレベル
（10ないし30 pg TEQ/g脂肪）よりは、はるかに高い。
米ぬか油の製造工程で熱媒体として用いられたＰＣＢによる汚染により、油症と呼ばれ
る中毒が、日本（１９６８年）及び台湾（１９７８年）において発生した。日本の油症につ
いては、その後の調査によりPCBに含まれていたPCDFが原因物質として同定され、増田ら
は最小量で発症した患者の摂取量と摂取期間は28 ng TEQ/kg/日でおよそ１３５日と報告して
いる。７）１９９９年にベルギーで鶏肉などがダイオキシンによって汚染されたと報道され
た事件は、食用油の廃油をリサイクルする過程でＰＣＢを含む廃油が混入し、この油を用い
た飼料によって生じたＰＣＢ汚染事故ということが真相のようである。
１９９８年に大阪府能勢町の廃棄物焼却施設における廃棄物焼却に伴うダイオキシン類
への労働者の過剰曝露の事例が報告された。この数値は、平均で85 pg I-TEQ/g脂肪で、最
高で806 pg I-TEQ/g脂肪と、高い値が示されている。 １２）
通常の環境におけるダイオキシンへの曝露においては、ダイオキシンの体内への摂取経
路は、食事のほか、大気、水、土壌などである。大気からのダイオキシン類の曝露量は、平
均値0.55 pg I-TEQ/m３をもとに、一日当たりの吸入量15 m３、体重 50 kgとして、0.17 pg
I-TEQ/kg/日と計算されている。 １）
通常の環境においては、人々が日常的に体内に取り込むダイオキシンの量の９０％は食
事からと推定されている。我が国においては魚介類が食事からのダイオキシン類の６ないし
７割を占めるが、欧米諸国の場合には、白人系の場合、主として肉や乳製品等の動物性食品
を通じて摂取される。厚生省が１９９７年度に行ったマーケットバスケット方式による食品
調査によると、ダイオキシン類への曝露は0.96 pg I-TEQ/kg/日であり、３種類のコプラナー
ＰＣＢを含めると2.41 pg TEQ/kg/日である。１３） 上述の各経路からの曝露量を合計する
と、ダイオキシン類で1.15 pg I-TEQ/kg/日程度、コプラナーＰＣＢを加えると2.60 pg
TEQ/kg/日程度が日本人の平均的な曝露量とみなされている。
このような曝露の結果として、人体の残留レベルは体脂肪中に10-30 pg TEQ/g脂肪（体
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重では2-6 ng TEQ/kgに相当）になっているとみなされている。このレベルは主要工業国と
同程度である。しかし、食品調査における試料の種類と数は極めて限られていることから、
どの程度、実際の曝露量を反映しているかについては、より系統的な調査が必要である。ま
た、コプラナーＰＣＢの同族体もTEFが定められている１２種類のうち３種類のみであるこ
とからこれらの調査も必要であろう。
母乳を飲む乳児の一日摂取量は、我が国及び諸外国のデータによると、平均的にはダイ
オキシン類で概ね60 pg TEQ/kg/日程度と推定される。他方、母乳中のダイオキシン濃度は過
去２０年間で低下しているという報告がいくつかの国でなされており、我が国においても、
大阪府の保存母乳サンプルの調査結果では、１９７３年から１９９６年の間にダイオキシン
類及び３種類のコプラナーＰＣＢで半分以下に低減している。１４）１９７１年にＰＣＢの
製造、使用、廃棄が規制されたことから、コプラナーPCBの濃度が大幅に減少したことが、
母乳中ダイオキシン濃度の減少に大きく寄与している。

V．量・反応関係
ダイオキシンのリスクの判定のために曝露量と影響とがどのような関係であるかを明らか
にする必要がある。そのために、分子レベルでの毒性メカニズムの研究が必要である。ま
た、実験動物から人への外挿のために、ダイオキシンの体内負荷量と生体影響との関係を知
る必要がある。そのためには用いられた実験動物の体内動態の把握が必須である。

１. 毒性のメカニズム
ダイオキシン類の毒性発現の特徴は、極めて微量で影響がでること、動物種や系統によ
る毒性の現れる量に極めて大きな違いがあることである。他方、多くのダイオキシン類の毒
性は、細胞内に存在するアリール炭化水素受容体（arylhydrocarbon receptor、以下Ａｈレセ
プター）を介して発現すると考えられている。このことは、ダイオキシン毒性に対する感受
性の異なるマウスの系統からクローニングしたAhレセプターの構造とダイオキシンへの親
和性に関する実験、並びに、このレセプターを遺伝子工学的にノックアウトしたトランス
ジェニックマウスを用いた実験から明らかになっている。１５）
ダイオキシン類以外にも、芳香族系炭化水素などAｈレセプターに結合して薬物代謝酵素
系を活性化する物質が知られている。これらの物質の毒性は、ダイオキシン類の毒性とは異
なることから、ダイオキシン類の毒性がAhレセプターを介さずに現れるメカニズムもある
と考えられる。
なお、発がんのメカニズムについては、遺伝子傷害性を検出するための複数の試験系で
陰性の結果が得られ、マウスやラットを用いる二段階発がんの試験系でプロモーション作用
が証明されている。また、加速器質量分析計を用いた検討などから、2,3,7,8 TCDDが直
接、DNAに結合することは認められていない。

２. 体内動態
ダイオキシン類は、消化管、皮膚及び肺から吸収されるが、吸収の程度は、同族体の種
類、吸収経路及び媒体により異なる。実験動物における経口摂取での2,3,7,8-TCDDの吸収率
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は、植物油に溶かした場合は９０％に近いが、食物と混和した場合は５０〜６０％である。
なお、消化管吸収には動物種間に大きな差は認められていない。ダイオキシン類を実験動物
に経口投与した場合、特に肝及び脂肪に多く蓄積される。
分布はダイオキシン類の同族体により、また、用量により異なる。なお、血清中TCDD量
は脂肪組織中の濃度と広い濃度範囲で良く対応している。一般にダイオキシン類は代謝され
にくく、肝ミクロゾームの薬物代謝酵素により代謝され、抱合反応後に、尿あるいは胆汁中
に排出される。
ダイオキシン類は主に糞中に排出され、尿中への排泄は少なく、排泄速度には種差が大
きい。ラットやハムスターの消失半減期は１２〜２４日、モルモットで９４日、サルで約１
年であり、他方、ヒトの場合は、５.８年ないし１１.３年との報告がある。ダイオキシン類
は胎児へ移行するが、胎児の体内濃度が母体より高くなるとの報告はない。また、ダイオキ
シン類は母乳中に分泌されるので、乳汁を介して新生児に移行する。

３. 実験動物における量・反応関係
下記に詳述するように今回は投与量ではなく、体内負荷量をもとに耐容一日摂取量の推
定がなされている。環境庁・厚生省合同会議の報告書に、１９９０年以降に報告された各種
の毒性実験のうち、極めて低い用量で毒性を発現するデータを検討して体内負荷量がまとめ
られている（表１）。この表は、ＷＨＯ専門家会合の報告書のデータとその会議以降の新た
なデータをもとに、とりまとめられたものであり、ＷＨＯのデータで根拠が不明確な部分も
再検討したものとなっている。
雄性生殖器に及ぼす影響について、体内負荷量が27 ng/kg以上（Faqiら、1998）、43
ng/kg以上（Ohsako ら、１９９９）、55 ng/kg以上（Mablyら、1992）、86 ng/kg以上（Gray
ら、1997）で仔動物の精巣内精子細胞数の減少、精巣上体尾部精子数の減少、肛門生殖突起
間距離の短縮などの変化が認められている。ダイオキシンの毒性がかなり低い体内負荷量で
観察されている。しかしながら、同一の実験条件において行った場合、体内負荷量と影響発
現との関係に整合性が見られていないなどの問題もある。
霊長類としてアカゲザルを用いた実験では、母動物に2,3,7,8-TCDDを0.15 ng/kg/日の用量
で４年間投与し、投与開始後１０年の時点において子宮内膜症の発生率と重篤度が有意に増
加したとの報告がある。体内負荷量は40 ng/kgと推定された。量・反応関係が明確に示され
ている一方で、この実験には飼育条件を含めた技術面の不備が指摘されている。
また、同じ研究機関において実施されたアカゲザルの試験では、母動物に投与（妊娠
７ヶ月前から離乳期ま、0.15 ng/kg/日）した場合の仔動物に学習行動テストの成績の低下が
観察されているが、この低下は訓練により回復可能な軽度のものとも考えられ、また投与条
件が複雑で体内負荷量の信頼性に乏しい。
妊娠ラットにTCDDを投与し、雌の仔に膣糸と呼ばれる生殖器形態異常が観察されてい
る。この実験に基づく体内負荷量に関するWHO報告書の記載の根拠は不明瞭であり、報告
者のL.Birnbaum博士に確認をとり、体内負荷量を９７ng/kgと算定し直した。この膣糸は、
雄における尿道下裂に相当するものと言われる。しかし、体内負荷量を算出した根拠となっ
た臓器採集時点の問題、3H標識のダイオキシンを用いていることによる体内負荷量の誤差
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などの問題点がある。
免疫毒性について、2,3,7,8-TCDDは動物に胸腺萎縮や細胞性及び体液性免疫異常を引き
起こし、ウイルス感染に対する宿主抵抗性や抗体産生能の抑制も認められており、このとき
抗体産生能を引き起こす親のマウスにおける体内負荷量は100 ng/kgであった。また、母ラッ
トの体内負荷量86 ng/kgで、仔マウスに遅延型過敏反応の抑制（Gehrsら,1997）や抗体産生
能の抑制がみられている。マウスへの10 ng/kgの単回投与により、ウイルス感染性が増大す
るとの報告があるが、用量依存性が不明確である（Burlesonら、1996）。

VI．リスクの判定
ダイオキシンのリスクの判定には以下の一連の作業を伴う。

１. 体内負荷量の算定
一般に、化学物質による毒性発現は、一日当たりの曝露量よりも血中濃度や体内に存在
する量（体内負荷量）に依存している。したがって、ダイオキシン類のように、高い蓄積性
を有し、体内からの消失半減期に著しい種差の認められる化学物質のヒトにおける毒性を、
毒性実験の結果に基づいて評価する場合には、動物での投与量や摂取量を、そのままヒトに
当てはめることは必ずしも適切ではない。
例えば、これまでの耐容一日摂取量の設定に際しては、２年間にわたってダイオキシン
を経口投与したKochibaらによる実験結果が重用されてきた。この実験によると、100 ng/kg/
日の投与量で肝細胞がんの発生が観察されたが、その投与量の一つ下の10 ng/kg/日では観察
されなかったという。すなわち、発癌が認められなかった投与量である10 ng/kg/日を用いた
場合、不確実係数1000を用いて、耐容一日摂取量の10 pg/kg/というレベルが決められた。
しかしながら、実際の一般の環境で投与に用いられた10 ng/kg/日の量のダイオキシンに
曝露することは、現実的にあり得ない。従って、このような大量の投与量を用いて出される
数値よりも、体内に蓄積をしているレベルに基づいて算出をするほうが不確実性は少なくな
るであろうと考えられたのである。
すなわち、ダイオキシンは体内からの消失半減期の動物間の種差が大きいため、毒性試
験で得られた結果をヒトにあてはめる場合には、投与量ではなく体内負荷量に着目し、動物
で毒性が生じる体内負荷量を実験的に求め、ヒトの場合にどの程度の量を継続的に摂取すれ
ばその体内負荷量に達するかを求めることになる。ヒトが生涯曝露により、この体内負荷量
に達するために必要な一日摂取量を推計するためには、ＷＨＯ専門家会合においても採用さ
れた式と同一の式が用いられた。

ヒト一日摂取量＝

体内負荷量 × ln2*

÷

半減期７.５年

ただし、 *ln2=0.693
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２. ＴＤＩの算定根拠となる動物の体内負荷量を決定
各種毒性実験における体内負荷量と影響発現との関係が、環境庁・厚生省合同会議の報
告書にまとめられているので転載する（表２）。毒性評価には、影響の毒性学的意義、用量
依存性、実験の信頼性、再現性を検討し、明らかな毒性影響が発現する最も低い体内負荷量
を選定することが基本となる。この図から明らかなように、同一の影響指標でも、その影響
が観察される用量には、報告ごとにかなりの幅があることがわかる。
比較的低いレベルの体内負荷量で影響が認められている実験結果のうち、酵素誘導、リ
ンパ球構成の変化、クロルアクネ、免疫毒性、雄性生殖器系の機能と形態異常、雌性生殖器
の形態異常、子宮内膜症、仔動物の学習能力低下などが、耐容一日摂取量を設定するための
基礎データの観点から検討された。このうち、ラットにおける薬物代謝酵素（CYP1A1）の
誘導については、2,3,7,8-TCDD投与に対する毒性反応というよりは、むしろ生体の適応反応
とみなすことが妥当とされた。
マーモセットにおけるリンパ球構成の変化については、9 ng/kg及び10 ng/kgの体内負荷量
で認められているが、量・反応関係が不明確であり毒性学的な意味づけができないことから
除外された。ウサギにおいてダイオキシンの皮膚曝露によりクロルアクネが生じるとの報告
があるが、ヒトにおいてクロルアクネが観察された体内負荷量のレベルは、９５ng/kgであ
ると推定されていることから、ヒトのデータが採用された。
また、雄性生殖器への影響については、同一の実験条件で体内負荷量との影響指標との
関係が明確ではないなどの問題がある。最も低い体内負荷量の値は、雌性生殖器の形態異常
を示した事例を含め、おおむね86 ng/kg前後に存在するとみなすことが妥当と判断された。
前述のように、この体内負荷量の数値は、実験条件などにより幅が生じること、さらに、こ
の86 ng/kgよりも低い体内負荷量で影響が認められた実験結果も踏まえると、暫定的な数値
とみなすことが適当であろう。
ダイオキシンによる毒性発現の種差と体内負荷量の関係についての系統的な調査研究の
報告はない。体内負荷量を用いる前提として、体内負荷量が同じであれば、ヒトと動物との
間で同様の毒性影響が現れるということがある。しかし、この前提には、現時点における毒
性学の知見に照らした時に、まだ数多くの問題がある。生体負荷量の概念をより精緻にする
ための検討が必要である。

３. 不確実係数の決定
毒性試験データの最小毒性量（LOAEL） もしくは 無毒性量（NOAEL）から、ヒトにお
けるＴＤＩを算出するためには、不確実係数が使用される。すなわち、対象とする化学物質
に対する感受性に関して、実験動物とヒトとの間の種差、ヒトにおけ個体差、ならびに影響
の重大性（例、悪性腫瘍と良性腫瘍の違い）などの不確実性を考慮し、安全サイドに立って
基準値を決めるためである。これまで、環境汚染物質のリスクアセスメントに関する不確実
係数は、この考えに基づいて設定されおり、１００ないし１０００の係数が用いられてき
た。1)
今回のダイオキシンのリスクアセスメントにおいては、不確実係数は１０としている。
その根拠は、ヒトが日常生活で曝露する量と実験動物が曝露する量との間に大きな差がある
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ことから、ダイオキシンの体内動態及び作用メカニズムに関する科学的知見を踏まえて体内
負荷量の考えを導入し、毒性の不確実性を小さくするための試みがなされているのである。
なお、これまで動物からヒトへの外挿にともなう不確実な部分に加えて、リスクアセス
メントからリスクマネッジメントに至る不確実な部分も、この係数に取り込む形でなされて
きた。この不確実係数は、純粋に学問的な不確実係数とし、後者の不確実部分は、リスクマ
ネッジメントにおいて、何らかの形で明示することにより、冒頭にのべたリスクアセスメン
トとリスクマネッジメントとの仕分けを明確にすることが望ましい。今後、量・反応関係の
メカニズムの解明に伴い、どれだけこの部分の不確実性を明確にできるかが、リスクアセス
メント技術にとって重要である。

４. ＴＤＩの決定
合同会議において、ＴＤＩは、86 ng/kgの体内負荷量の値に対応するヒトの１日摂取
量43.6 pg/kg/日に不確実係数の１０を適用して、４ pg TEQ/kg/日を当面のＴＤＩとすること
にされた。
ちなみに、１９９８年のＷＨＯ専門家会合は、当面のＴＤＩの値を１〜４pgTEQ/kg/日の
範囲として示した。３）しかし、いわゆる先進工業国における一日摂取量が２〜
６pgTEQ/kg/日（生体負荷量として4-12 TEQ ng/kg 体重に相当）で、ある種の軽微な影響が
一般住民の一部に起こっているかもしれないと述べている。
この影響は明示されてはいないが、上述のオランダの調査結果などを踏まえたものであ
る。また、認められた影響についてはダイオキシン以外の化合物が関与しているという疑い
もある。そこで、４pg TEQ/kg/日を当面の耐容一日摂取量とし、究極的な目標としては、１
pg TEQ/kg/日未満に低減していくことが適当だとしている。

VII．おわりに
我が国の現在のダイオキシンへのヒトの曝露状況は、今回のＴＤＩと比べて十分に低いと
はいえないことから、食物連鎖中のダイオキシンを減少させ、ヒトの体内負荷量を低減させ
るため、環境への排出を削減することが必要である。また、ダイオキシンは、有用目的のた
めに生産される化学物質ではなく、生物にとって有害で無益なものであるから、将来的に
は、摂取量をできる限り少なくしていくことが望ましいことは言うまでもない。また、環境
中にダイオキシンと共に存在する芳香族系炭化水素など他の環境汚染物質によるヒトの健康
に対する影響にも留意せねばならない。
今回のＴＤＩは、ダイオキシンに関する既存の主要な科学的知見を基に算出された当面の
ものである。ダイオキシンの人体影響については、未解明な部分が多く、今後とも、引き続
き、毒性試験や人体への影響調査等各種の調査研究を推進することが重要である。 ＷＨＯ
専門家会合報告書でも、ＴＤＩについては、５年後程度を目途に再検討するとしており、我
が国における今後の調査研究の進展や、ＷＨＯの検討状況を踏まえながら、改めて検討して
いくことが必要である。
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