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学校等における香料自粛に関する要望 

 

 

私たちは、化学物質により健康影響を受けている者およびその家族による団体、及び支

援団体です。公立・私立を含む幼稚園、小・中・高等学校、特別支援学校、大学、専門学

校など学校等(以下、「学校等」)における子どもや大人たちの香料曝露による健康影響に

懸念を覚えています。 

貴省では、平素より「学校環境衛生管理マニュアル」の他、パンフレット「健康的な学

習環境を確保するために－有害な化学物質の室内濃度低減に向けて－」(平成23年3月発行、

以下、「パンフレット」)1)や、参考資料「健康的な学習環境を維持管理するために－学校

における化学物質による健康障害に関する参考資料－」(平成24年1月発行、以下、「参考

資料」)2)等を通して、さまざまな基準を示し、園児、児童、生徒、学生（以下、「児童生

徒等」）を守る手立てをとってくださっていることに感謝を申し上げます。 

 

近年、学校や病院などで、殺虫剤や農薬暴露による健康影響が問題となり、微量でも人

の神経の発達に影響を及ぼすことが明らかになって、殺虫剤や農薬の使用については、法

令等の他、通知等によっても人の健康被害を防止する対策がとられるようになってきまし

た 3)。しかし、農薬以外の化学物質、例えば香料等にも様々な健康影響が懸念され、健康

被害の訴えも増えていますが、香料等は、業界による自主規制はあるものの、日本では、

具体的な法的な規制はなく、学校等においても、香料によって引き起こされる様々な症状
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に苦しむ児童生徒等や保護者の多くが、問題の解決に多大な困難を感じています。憲法第

25 条 1 項の「生存権」や、憲法第 13 条に規定される「幸福追求権」、教育基本法第 4 条

「教育を受ける権利」が侵害されてしまう深刻な事例もあります。 

どうか、安全で健康を脅かされることなく、能力の発達に応じた教育を受けられるはず

の学校で、香料に暴露して健康を害され、望む教育が受けられなくなってしまうような現

状をこのまま放置しないでください。 

 

下記の要望をいたします。後述の【理由】をご精読の上、【参考資料及び添付資料】を

ご参照ください。なお、お忙しいところ大変恐縮ですが、11 月 10 日までにご回答くださ

いますようお願い申し上げます。 

 

 

記 

 

１．以下の内容について、各自治体の教育委員会にご指導ください。その際、基準または

ポスター案などの参考を例示してください。 

 

（１）学校等で働く教員や職員等学校関係者、また児童生徒等および保護者に、強い香り

の着香製品の使用を自粛するように呼びかけてください。その際、アレルギーや喘息の児

童生徒が増えていることや、学校は強い香りの香粧品をつけてくるような場所ではないこ

となども伝えて、特に化学物質過敏症やアレルギーなど配慮が必要な児童生徒が在籍して

いる場合は、当該児童生徒への配慮だけを強調するのではなく、いじめなどの２次的被害

が生じないようにしてください。 

 

（２）添付資料のポスター要望案（生徒向けおよび保護者向け）4,5)をもとに「香料自粛の

お願い」のポスターを作成し、学校等の校舎内、玄関、行事案内立て看板等に掲示して関

係者に啓発をはかるとともに、年度初めに保護者向けポスターの内容をチラシ（ポスター

縮小版）として配布してください。また、行事の案内文書に来校(園)時の注意事項として

香料自粛の配慮を求める文を記載してください。 

 

（３）児童生徒等に、現実に香料暴露による被害者がいることや、香料暴露によるさまざ

まな健康被害の可能性についても啓発してください。 

 

（４）学校等や都道府県および市町村教育委員会のホームページを通じて、学校等におけ

る香料自粛について啓発してください。 

 

（５）学校等では、芳香剤や、清掃業務において香料を含む製品を使用しないでください。 

 

（６）教室内に香料臭が充満することがないよう、普段から空気質に配慮し、冷暖房の使

用中も換気に留意するなど、毎日の換気を徹底してください。また、児童生徒等にも、保

健だより等で換気をしない場合の室内空気汚染のリスクや換気の必要性等の情報を伝え

て、季節を問わず換気の励行を呼びかけてください。 
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（７）入学試験や部活動の大会等においても、関係者や参加者に、強い香りの着香製品等

の使用を自粛するように参加案内文書等で呼びかけてください。 

 

２．参考資料「健康的な学習環境の維持管理のために」を各学校等に改めて周知徹底して

ください。また、参考資料を改訂し、建材や家具、備品だけでなく、個人使用の香料の問

題性や健康影響について明記してください。 

 

３．学校等における香料暴露と健康被害の問題について、保護者、児童、教職員へのアン

ケート、聞き取り調査を行ってください。 

以上 

 

【理由】 

貴省は前述のパンフレットで、主な化学物質の発生源となる可能性のある日用品として

芳香剤、消臭剤、洗剤等をあげて、清掃で使用する洗剤も「化学物質が発生しない、又は、

発生の少ないものを選定することが必要」と明記し、また、参考資料の中の３（３）学校

用備品の購入などに関する留意点や４（２）施設管理等に関する留意点で、洗剤や消臭剤

も放散源となる可能性があり、備品の購入に際して注意が必要であることや、芳香剤・消

臭剤は可能な限り使用しないようにすることなどを示していらっしゃいます。 

しかしながら、学校の備品等では揮発性の化学物質に注意を払うよう求められています

が、現状は、児童生徒等によって様々な芳香臭が学校に持ち込まれ、それが放散源となっ

て教室の空気が汚染され、学校における新たな化学物質による健康障害の問題が生じてい

ます。 

 

私たちの生活環境は、洗濯洗剤・柔軟剤・石鹸・ボデイシャンプー・シャンプー・整髪

料・制汗剤・汗ふきシート・化粧品・香水・アロマオイル・芳香剤・消臭剤・虫よけ剤な

ど着香製品への香料依存が強まり、子どもも大人も日常的に香料に曝されるようになって

きました 6,7)。特に柔軟剤市場はこの数年右肩上がりに伸びており、各メーカーが残香性を

高めた製品を開発、製品中の香料も増量して強い香りが長く続く製品が増え、さらに最近

は洗濯の際に使用する着香のみを目的とした製品まで登場しました 7)。衣類用洗剤、柔軟

剤などは、香水等着香のみを目的とする製品と異なり、使用者自身が着香について無自覚

となりやすく、特に注意が必要です。 

  

現在、大勢の人たちが、香料で健康被害を受けています。参考資料を見てください。香

料で健康影響を受けるのは化学物質過敏症の患者だけではありません。アレルギー、喘息、

偏頭痛の患者など、香料等によって症状が引き起こされる可能性のある疾患に苦しむ人は

大勢います 8-11)。 

環境省は今年６月に始まった女性クールビズで柔軟剤や制汗剤等の使用を推奨していま

したが、健康被害を受ける人が増えるとの市民団体等の多数の声を受けて、すぐに着香製

品の推奨を撤回しました 8)。 

医薬食品局の「家庭用品等に係る健康被害病院モニター報告」によれば、近年、芳香･

消臭･脱臭剤の吸入事故等の報告件数が、年度により減少もありますが増加し続け、平成

12 年度の 44 件から、17 年度には 80 件を超え、23 年度は 105 件とこの 10 年で倍増してい

ます 12)。 
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消費者庁と国民生活センターの事故情報データバンクにも、「柔軟剤」や「合成洗剤」、

「芳香剤」などの「香料」による健康被害の訴えが数多く報告されています 13)。例えば、

「柔軟剤」で検索すると、2009 年からの累計で、2013 年 9 月 19 日現在 128 件もの事故情

報が確認できます。新聞報道によると 2009 年は 5 件、2012 年は 48 件と急増したとのこと

ですが 8)、今年はさらに増加しています。 

柔軟剤による体調不良や健康被害に関する新聞報道が続いていたところ 8)、9 月 19 日に

国民生活センターの「柔軟仕上げ剤」に関する報道発表があり 14)、多くのメディアが取り

上げました。相談内容で危害情報の件数が急増、体調不良や呼吸器障害などの危害が 91％

を占めており、同センターは、消費者への注意喚起をするとともに、業界にも「（商品の

注意表示や啓発活動など）においが与える周囲への影響について配慮を促すような取り組

みを行うよう」求めました 8,14)。2012 年に実施した商品テストでは、洗濯物を室内に干し

た際の室内空気中の揮発性有機化合物（VOC）を分析すると、いくつかの成分は香料原料

や香料の溶剤として使われる化学物質と推定され、総揮発性有機化合物（TVOC）の室内

濃度は、強い芳香の製品が微香の製品より 3 倍から 7 倍も高く 8)、最も濃度が高かかった

製品では、一定の換気がされている状態で干してから 1 時間後に厚生労働省の定める室内

濃度の暫定目標値 400μg/m
3の 3 分の 1 を超えていました 14)。 

 

学校等でも同様です。強い香りの洗剤や柔軟剤等のコマーシャルが目立つようになるに

伴い、教室にも様々な芳香臭があふれるかのようになってきました。今回の要望書提出に

あたって、香料への暴露体験事例 15)を募集したところ、次のような現状を訴える人もいま

した。「ノート、筆箱、教科書、プリント類、弁当箱（の内側まで）、ステンレスボトル、

衣類（ウールのセーター、靴下、肌着や下着に至るまで）、マスク、ハンカチ、リュック

など、学校に持って行った物は、すべて強烈な芳香臭をつけて帰ってきます。衣類につい

ては、洗っても移り香がとりきれない状況で、それらの物を家に置くだけで、家の中に強

い芳香臭が放出され、芳香商品を使用しているかのようになってしまいます。」教室の空

気は、それだけ香料で汚染されているという事になります。高校生の息子さんは香料で気

道粘膜の症状や強いにおいで集中力減退が生じ、また、ご家族はこうした芳香臭によって

息苦しさ、喉の圧迫感、側頭葉の圧迫感、頭痛、肩のこわばり、腕の筋力低下、不安症状、

記憶障害、味覚障害等さまざまな症状に苦しんでいるそうです 15)。 

 

各地の学校で、教師や保護者の香水や化粧品、友達の柔軟剤の香料などに曝露して苦し

んでいる子どもたちがいます。添付資料の「香料暴露体験事例集」15)をご覧ください。 

小学生の時から、洗剤等の香料、デパート等の色々な香料入りの商品の香り、匂いに敏

感で、頭痛、眠気、身体がだるくなっていたというお子さんは、学校の先生の化粧品、衣

服に残る洗剤等の香り、リンス、トリートメントの香料も頭が痛くなると訴えています 15)。 

また、やはり小学生の頃からにおいに敏感だったという別のお子さんは、周りの友達の

服の柔軟剤、合成洗剤の香りで気分が悪く、体がだるくなり、頭痛は夜になっても治まら

ず、不眠、頻尿がひどくなるなどの症状に苦しみ、その後次々と頭痛が起こるものが増え

ていったそうです 15)。 

中学、高校と学年が上がると、柔軟剤やシャンプーだけでなく、制汗剤や香水、整髪料

を使用する生徒も増えてきます。ある保護者の方は「ティーン向けの雑誌には、香りつき

の物の広告が所せましと氾濫し、子供たちの間では香りをつけていないとタブー視される

くらい」と訴えます 15)。 
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先の小学生の時からにおいに敏感だったというお子さんは 2 人とも、中学進学後には、

同級生が部活の朝練習の後に使用する制汗剤や全身ローションの香りに頭痛がする、頭痛

や気分が悪くなる日が増えたと訴えています 15)。 

ある青年は、中学 2 年生の時にクラスの女子生徒が香水を落とした際に揮散した香水の

匂いを吸ってしまい昏倒、15 分間くらい昏睡状態が続き、頭痛が酷かったことを覚えてい

ると振り返っています 15)。 

また、ある高校生は、暑くなりクーラー使用のため窓が閉め切られるようになると、頭

痛、倦怠感、リンパ腺の腫れなどの症状が顕著になり、教室にいられる時間が少なくなっ

て、大学進学を考えて勉強したいと進んだ高校で、授業が思うように受けられなくなって

しまいました 15)。 

別の十代の青年は、小学 4 年で化学物質過敏症と診断を受けて以来、登校をあきらめ、

自宅での自学自習を続けています。自宅近くの小学校で毎年夏に行われる行事の参加者の

香料入り製品で体調不良になり、強い眠気、倦怠感、食欲不振、鼻血、自律神経失調症、

平衡感覚異常等に一週間くらい悩まされるそうです 15)。 

香料が原因で教育を受ける権利を奪われてしまうような、理不尽な状況を改善していた

だく手立てをとっていただくことはできないのでしょうか。 

 

学校側の対応が事態を深刻化させる場合もあります。ある市民団体の調べでは、香料な

ど化学物質による健康被害を訴えても、教師や友達から理解されず、訴えたことが虐めの

原因となって更なる被害に苦しむことになった例や、声を挙げることすら出来ないような

例、公立学校の無理解に疲れ果て、第２子は理解のある県外私学に進学させた例、教室に

充満する香料臭が耐え難く保健室登校していたところ、担任教師の暴言で登校拒否から退

学に至った事例もあったとのことです 16)。 

また、新聞報道によると、岐阜県の化学物質過敏症に関する 2010 年の調査では、原因と

なる物質として、芳香剤･消臭剤や香水･制汗剤・整髪料をあげる児童生徒が多く、主な症

状として頭痛や皮膚のかゆみ、のどの痛みやめまい等の症状が出ると訴えています 8)。 

岩手県の 2010 年の小学校の工事では 22 人の児童がシックスクール症候群を発症し、重

症化した子どもたちは今も不自由な学校生活を続けています。ある生徒は、頭痛や疲労感、

息苦しさで一日の最後の授業まで受けることが難しく、中学校では、制汗剤に暴露して強

い頭痛や吐き気に苦しむ、冬期になって暖房が稼働されると洗剤や柔軟剤の化学物質が揮

発するようになって登校できなくなるなど、3 年が経過してもなお症状に苦しめられてい

ます 8)。 

 

いつ、何が、発症や重症化の引き金になるかわからず、取り返しのつかない事態になる

こともあります。柔軟剤の香りがきっかけで、光に過敏になり暗い部屋に閉じこもること

になった人がいます 8)。教師の整髪料や生徒の制汗剤、机にかけられた香水、来校した卒

業生の香水など、香料や香水に繰り返し暴露し、寝たきりになるほど重症化してしまった

生徒もいます。重症化するまでに、それまでなかった喘息症状の出現など悪化の経過をた

どっていますが、学校は、なぜもっと早く適切な対応で、生徒を保護することができなか

ったのでしょうか 8, 17)。 

 

化学物質過敏症の患者の 80％以上が症状を誘発するものとして香料をあげていますが、

発症や重症化の原因ともなりうるものです。化学物質過敏症は、重症化すると外出が困難
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になり、日常生活にも困るだけでなく、教育の機会を奪われ、就職や将来の仕事の夢や可

能性も狭められてしまう、本当に深刻な病気です 8)。 

大学の下見をしてとても通うことができないと進学をあきらめ、息が苦しくならず症状

が出ることなく働ける就職先を探しても難しく、自分の力で道を切り開いていこうとして

いる人もいますが、大変険しい道のりです 8)。シックスクールで化学物質過敏症を発症し

た学校職員や教員もいますが、大人になってから職場で発症した人にとっても、再就職や

職場の理解を得ての復帰は困難を極めます 8,15)。 

 

文科省の健康調査でも喘息やアレルギーの児童生徒が増えています。特に子どもは化学

物質への感受性が高いとされており 18)、シックハウス症候群や喘息、アレルギーのお子さ

んなど化学物質過敏症を発症するリスクの高いお子さんも相当数いると思われますが、学

校での香料暴露が発症や重症化の最後の引き金にならないとも限りません。また、大人で

あっても、現在、喘息やアレルギー、慢性病に罹患している人など、化学物質の影響を受

けやすい人々はたくさんいて、香料によって発症するリスクを抱えています 8,15)。 

 

香料には安全性に関する問題もあります。香料にはアレルゲンとなる物質が多く皮膚炎

や喘息を誘発し、また偏頭痛を誘発するほか、神経毒性や内分泌かく乱作用、変異原性、

発がん性、発がん促進作用や異物排出能力阻害作用などを有するものがあり10,11)、香料あ

るいは香料を含む製品のすべての安全性が担保されているわけではないのに、多くの人は

そのような認識を持っていません。 

香料は、人間の鼻腔の深部まで送り込まれ、匂いとして感じられることによって効果を

発揮する、すなわち被曝することを前提として作られている複合化学物質で10,11,19)、10種か

ら数百種もの物質を混合し溶剤を添加して処方されていますが、製品での表示は「香料」

と一括表示が認められ成分を明らかにしなくてもよいことになっており、安全性は、業界

の自主基準である国際香粧品香料協会（IFRA）の「IFRAスタンダード」を遵守することで

担保されると考えられているだけです10,20)。また、化粧品などの安全性保証は、企業の自

己責任に基づいて行うことにしかなっておらず、薬事法の「化粧品基準」（平成12年9月29

日厚生省告示第331号）にも「香料」に対する明確な規制はありません21)。 
 

EU の化粧品に関する規制「EU 化粧品指令：76/768/EEC」（※2013 年 7 月 11 日以後は

「EU 化粧品規則(EC) No.1223/2009」22)に移行、各国に法制化を求めていたものが EU 共通

の直接規制となる）では、香料に関して 26 種の物質をアレルギー物質として、製品ラベル

への表示を義務化しています 21,23)。これは、欧州委員会の科学委員会の 1 つ SCCNFP（現

SCCS、消費者安全科学委員会)の 1999 年の意見書を受けて 2003 年の改定で盛り込まれた

もので、同委員会は、その後も調査を継続し、昨年、アレルゲンとして確定された 82 種類

と動物実験で確認された 19 種類、アレルゲンの可能性の高い 26 種類の計 127 種類の物質

について、製品ラベルに表示すべきであるとの意見書を提出しました 24,25)。その中で特に

注意が必要な 12 種類の物質 26)は化粧品等の製品への配合率を 0.01％以下とすること、そ

の中の 1 種類の化学物質とこれまでに確定された 2 種類の天然香料とその主たる香気成分

について配合禁止とすることを提言しています。また、その他のアレルゲンの可能性があ

る物質 48 種類もリストアップして、今後接触アレルゲンかどうか判断するためにさらなる

データが必要であるとしています 25)。 
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IFRA スタンダードでも、香料の他トルエンやベンゼン等の溶剤も含めた原材料につい

て、使用禁止物質 80 件を定めている他、使用制限物質 102 件で配合量の上限を設けていま

す 27)。しかし、化粧品やシャンプー等に含有される香料は 0.1～1％程度であるのに、それ

でも抗原性の強いアレルギー性接触皮膚炎を頻繁に起こす香料や、天然香料にも陽性率の

高い要注意の香料があり 28)、日本皮膚科学会の接触皮膚炎診療ガイドラインにおいても、

化粧品による接触皮膚炎の原因物質としてパラベンやホルムアルデヒドとともに香料があ

げられ 29)、原因解明に有効な検査であるパッチテストで複数の香料成分を含む試料が用い

られています 28,29)。業界の自主基準のみに依拠している日本では、そのようにアレルゲン

として特定されている物質が、表示義務もなく何の規制もなく流通しています。近年の動

向をみても、香りの強い製品が売れ始めると簡単に製品中の香料の含有量を上げるなど、

香料業界は、このような現状で本当に自主規制しているといえるのでしょうか。 

 

また、香料は成分が揮発して呼吸で体内に取り込まれるのに、吸入毒性についてほとん

ど検討されていません。厚生省生活衛生局の「芳香・消臭・脱臭・防臭剤安全確保マニュ

アル作成の手引き」（平成 12 年 3 月発行）では、「６．過去の健康被害事例について（4）

文献等からの情報」の項で、香粧品香料素材の安全性について業界のガイドラインは示さ

れているが、「神経機能障害性や内分泌かく乱作用についてはまだ十分研究されておらず、

今後の研究課題となっている」ことや、「一般的に気散する成分を含む製品（例えば化粧

品、香水、殺菌剤、抗菌製品、芳香剤、いわゆるアロマセラピー用精油など）はその成分

が顔面などの皮膚について吸着濃縮され、airborne allergens (*空気中のガス状や浮遊微粒子

状のアレルゲン)となる可能性も考えられている」こと、「製品から気散した成分は主とし

て吸入によって体内に摂取されると考えられるが、成分の吸入による毒性が検討されてい

る場合は少ない」ことに触れています 30)が、13 年経った今もその状況はほとんど変わって

いません。 

 

着香製品にはさまざまな揮発性物質が含まれており、リモネンやエタノール、アセトン

等が検出される他 20, 31)、中にはアセトアルデヒドやホルムアルデヒド等の有毒な化学物質

を発生する製品もあり 31)、様々な製品を使用している児童生徒が多数集まって過ごす教室

では、それだけ多くの物質により室内空気が汚染されます。特に香料等によってつらい症

状が出る人にとって受動被曝の問題は深刻ですし、また、香りは個人的な嗜好もあるため、

それらの香りを好まない人にとっても受動被曝により不快感やイライラ、集中できないな

ど心身にマイナスの影響が生じることも考えられます。香料で症状が引き起こされる自覚

のない人であっても、室内空気汚染により健康を害される可能性があります。 

 

香料の健康影響については、一般的疑わしさや懸念があるだけの状況ではなく、研究レ

ベルでの実証も進みつつあり、EU では香料規制の強化に結び付くなど、政治的な動きはこ

れから更に国際的な流れになっていくはずです。アレルゲン物質も多く、遺伝毒性、発が

ん性等を有するものもある香料について、安全性審査を充実させ、無制限に宣伝させない

ようにすべきであり 11)、日本も業界の自主規制に任せて野放しになっている香料製品の氾

濫に歯止めをかけるよう規制に乗り出すべきです。 

一方、仮にすぐに国として規制導入に向けて取り組んだとしても、基準等の策定までに

は何年も待たねばなりません。すでに香料暴露に苦しんでいる多くの人がいて、新たな健

康被害の発生も続いており、法令等の整備が未だ整わない現状では、公共の施設や公共輸
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送機関など公共の場では香料や消臭剤の使用を抑制あるいは自粛するようにする必要があ

り 11)、貴省でできることとして、学校等における「香料自粛の取り組み」を進めていただ

きたいのです。 

 

今の香りの強い柔軟剤ブームの火付け役となったのは米国製柔軟剤ですが 7,32)、米国で

も着香製品による健康被害が深刻化し、各地で香料自粛の取り組みが拡がっており、自治

体によっては香料禁止方針や職員の香料自粛の行動指針を示しています 33)。また、カナダ

のノバスコシア州の州都ハリファックス地域都市は無香料の啓発プログラムを実施、2000

年には「香料不使用の方針(No Scent Policy)」を市の職場から自治体施設の公共スペースに

拡大することを評議会で承認して、法による規制ではないものの公共施設での香料不使用

の取り組みを自治体として奨励しており 34, 35 ,38)、施設のホームページでも着香製品不使用

のお願いや香料の問題に関する啓発がされています 36 ,38)。学校や図書館、バスでの着香製

品の自粛など、この動きはノバスコシア州にも拡がっているそうです 37,38)。 

日本で先進的に取り組んだのは岐阜市です。「香料自粛のお願いポスター」を全市的に

掲示して呼びかけるキャンペーンを始めたのが 2005 年で 32,39)、その後 2008 年から 2009 年

頃に、岐阜市のポスター40)や公共の場での香料自粛を初めて呼びかけた水郷水都全国会議

での掲示ポスター41)の文面等を参考に、各地の自治体で独自のポスターが作られ、ホーム

ページで呼びかけたり、各地の学校や病院、公共施設等でポスターを掲示したりする動き

が拡がりました 8)。 

岐阜市や岐阜県は、香料の影響はすべての子どもたちの健康に関わる問題ととらえて、

過敏症の子どもが在籍している学校だけでなく、各施設や各学校にポスターを掲示するよ

う通知を出しています。 

しかし、多くの自治体では、基準となるポスターをＨＰにアップして掲示を勧めていて

も通知発出の対応はほとんどなく、掲示は各施設の判断に任されています。また、ポスタ

ーの掲示だけでは改善されないという実態もあり、香料の健康影響についての学校関係者

の認識を深めるための啓発や、学校等における香料自粛を進めるための他の啓発方法等の

工夫が必要で、また、化学物質に過敏な児童生徒等にいじめ等の二次被害が生じないよう

にする配慮も必要です。 

学校の判断で、香料自粛のお願いのポスターを玄関や校舎内、行事の際の立て看板に掲

示したり、行事の案内文書に、香水や整髪料等アレルギー反応を引き起こす恐れのある製

品の使用を控えるようお願い文を掲載したりするなどの対応をしてくださる学校もありま

す。また、過敏症の児童生徒のためにと強調することで当該児童生徒が孤立したりするこ

とのないよう、全生徒に、学校は、理由がある場合を除いて香粧品をつけてくる場所では

なく、特に強い香りはふさわしくない等の説明をするなど配慮してくださる学校もありま

す。ただ、個別対応として、化学物質過敏症の児童生徒のいる学校だけが取り組んでいる

だけでは、当該児童生徒が高校や大学への進学後、他の学校で香料使用が当然のこととし

て過ごしてきた多数の生徒の中で個別配慮から香料自粛をお願いすることに非常に高いハ

ードルが課せられてしまうという問題が生じます。個別の配慮を求めることだけで問題に

対処することには限界があって、いじめや嫌がらせなど別の懸念も生じます。 

 

学校での香料暴露に苦しむ子どもたちがいること、アレルギーや喘息、シックハウス症

候群のお子さんなど、いつ香料暴露により化学物質過敏症を発症するかわからない子ども

たちもたくさんいること、香料が発達途上にある子どもたちに健康上の悪影響を与える可
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能性があることなどをまず先生方に知っていただきたいと思います。先生方に模範となっ

て香料をできるだけ控えていただき、児童生徒や保護者に向けてアドバイスをしていただ

くことができたら、どんなに多くの子どもたちが救われることでしょう。先生や職員の方

たちに学校等での香料自粛に率先して取り組んでいただけるように、基準や参考を示して

いただけないでしょうか。 

 

なお、ポスター案等の基準を示す際には、どうか、定義や説明は正確な表現で、誤解を

与えないような表現にしてください。岐阜市や岐阜県のポスター42)をはじめ現在多くの自

治体で掲示されているポスターでは、化学物質過敏症の定義に関する記載が不十分ですが、

岡山県倉敷市など一部の自治体で、厚生科学研究「化学物質過敏症に関する研究(主任研究

者：石川哲北里大学医学部長(当時))」(平成８年度)で示された定義「最初にある程度の量

の化学物質に暴露されるか、あるいは低濃度の化学物質に長期間反復暴露されて、一旦過

敏状態になると、その後極めて微量の同系統の化学物質に対しても過敏症状を来たす」43)

に準拠して見直され、一度に多量の暴露によるだけでなく微量でも長期間の反復暴露によ

っても発症することの両方について記載があるポスターがあります 44,45)。 

化学物質過敏症の名称や概念については議論があり、平成 15 年度に厚生労働省で開催さ

れた室内空気質健康影響研究会により、既存の疾病概念で説明可能な病態を除外する必要

性等があるものの「微量化学物質曝露による非アレルギー性の過敏状態」を示す病態の存

在は否定できないとして、病態解明や感度や特異性に優れた検査方法、診断基準の開発等

の研究の更なる進展が必要との見解が示されています 46)。報告書において、現状では混乱

があるとして精度を高める必要性は指摘されていますが、「日本では石川らの提唱する『化

学物質過敏症』が一般に使用されている」と述べられており、その後、平成 21 年 10 月に

は、標準病名登録マスターに「化学物質過敏症」が病名として登録されました 8)。今後も

研究の進展が望まれますが、現在のところ、一般には、石川らが提唱した概念、定義の大

意が継承されて病名として使用されていると考えられます。 

岐阜市をはじめ多くの自治体のポスターでは、「最初にある程度の量の化学物質に曝露

して過敏状態になる」ことについては記載があっても、「低濃度の化学物質に長期間反復

暴露して過敏状態になる」ことについて記載がなく、実態を表す正確な表現と言えないた

め、見直していただく必要があります。 

また、アレルギーや喘息、咳喘息、偏頭痛の方など香料によって症状を引き起こされる

恐れのある人は他にもいるのに、「化学物質過敏症の方に『とっては』」と、香料により

症状が引き起こされるのは化学物質過敏症の患者だけであるかのような誤解を与える表現

になっていることも問題ですが、これも見直した施設があります 45)。さらに、香水等着香

のみを目的とする製品以外に強い香りを放出する製品が増えている現実に対応して、「柔

軟剤」や「洗剤」「シャンプー」の強い香りの他、生徒の学校での使用頻度の高い「制汗

剤スプレー」等に関する注意喚起が必要で、要望案 4,5)のように、現実や実態に即した誤解

を与えない正確な表現のポスター案を示していただく必要があります。 

 

誰もが等しく、香料によって健康を害されることなく、能力の発達に応じた教育を受け

られるように、教育に関わる子ども・大人の心身を香料暴露から保護し、健康的な学習環

境を確保するため、ぜひとも学校等における香料自粛の取り組みを進めていただきたく、

上記の要望をいたします。 
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