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”今世紀中に何十億人もの男性、女性、それに子ども
たちの生命を脅かす、地球規模での「たばこの流行」
（Tobacco Epidemic）を制圧する解決策（＝戦略
と政策）を、いま我々は手にしているのです。” 

世界保健機関（WHO）事務局長
マーガレット・チャン (photo: WHO)

国際的な動向：喫煙と疾病に関する科学的な研究の
本格的な開始から半世紀以上経ってようやく...

MPOWER
政策パッケージ

たばこ規制枠組条約
（FCTC）
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1964年第1巻から30巻目
2010年704p

「メカニズムへの言及」

圧倒的な科学的証拠と徹底的な因果関係の評価により
”有害性”は明白に証明されている!条約の根拠
米国保健省

公衆衛生総監報告書
「因果関係～メカニ
ズムの推論」

世界保健機関
国際がん研究機構
(IARC)モノグラフ
「グループ1（ヒト）

発がん物質
～閾値なし」

2004年第83巻1452p

（1985第37巻291p、1986第38巻421p）

1986年359pから20年後
2006年709p

“Science is clear. 
Debate is over”

1964年第1巻
「因果関係の推論」

1964年第1巻から40年後
2004年910p

2005年250p＋526p

カリフォルニア州
環境保護局(EPA)

「有害大気汚染物質
～閾値なし」



【 2010年米国公衆衛生総監報告書の結論】
1.たばこ煙への曝露には安全レベルはない
2.たばこ煙によるダメージは直ちに起こる
3.長く喫煙するほどダメージも大きい
4.シガレットは依存を生じるように
設計されている
5.受動喫煙を含む低レベルでの曝露も危険
である
6.安全なシガレットはない



Exposure 曝露
(ex. 喫煙・受動喫煙の実態)

Outcome 結果
(ex. 超過死亡、社会損失)

Timeline 時間軸

S
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 規
模

Policy政策
（ex. 国や地方の対策）

Industry産業

政策の事前・事後評価

タイムラグ!直ちに健康に影響を及ぼすものではない？



1978 「嫌煙権の確立を目指す人びとの会」
1981　受動喫煙と非喫煙者の肺がん（疫学
研究、日、米で同時発表）
1987　團伊玖磨「禁煙ファシズム」初出
1987　「喫煙と健康」（たばこ白書）では受
動喫煙について不十分な記載
1995　「たばこ行動計画検討会報告書」防
煙・禁煙・分煙
1996　厚生省「公共の場所の分煙のあり方
検討会報告書　労働省「職場の喫煙対策検討
会報告書」分煙機器の導入、スターバックス
日本上陸（完全禁煙カフェ）
1997　厚生白書「受動喫煙は他者危害」
1998　厚生省「21世紀のたばこ対策検討会」
開催中、山崎正和「禁煙ファシズム」再掲
JT「あ、ディライト」（融和・共存戦略）
1999　厚生省「喫煙と健康問題実態調査」
で「禁煙・分煙」を望む人の割合80％
2000　厚生省「健康日本21」で喫煙率半減撤
回、「効果のある分煙」の認知100％目標、
「たばこのない社会」という社会通念確立

2002　千代田区路上禁煙条例施行
2002　厚労省「分煙効果判定基準」（粉じ
ん・一酸化炭素・気流）、空気清浄機は無効
2003　「健康増進法」25条「受動喫煙防止
は努力義務」
2003　WHOたばこ規制枠組条約策定、同8

条「たばこの煙に曝されることからの保護」
2003　JT Dスペック発売（煙と臭い対策）
2004　条約批准
2004　タクシー訴訟原告敗訴なるも「タク
シーは禁煙が望ましい」判決
2005　条約発効
2007　条約ガイドライン策定（100％禁煙の
みが有効、法的措置が必要）
2009　神奈川県受動喫煙防止条例策定、東京
都飲食店の受動喫煙対策検討会、JT分煙.com

2010　神奈川県条例施行、 厚労省「公共の
場所は原則全面禁煙」通知、労働政策審議会
建議、新成長戦略、 JT分煙コンサル
2011　労働安全衛生法改正？、兵庫条例？
2012　？？？？？

我が国の受動喫煙を巡る流れ!30年の”戦史”
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“優等生”UKの禁煙法への歩みと国際潮流

CHOOSING HEALTHMaking healthy choices easier

Working in partnership across government with people, their
communities, local government, voluntary agencies and business
Working in partnership across government with people, their
communities, local government, voluntary agencies and business

年 英国：政府内 アカデミア・NGO 国際潮流

1997
トニー・ブレア首相就任
（労働党-2007）

Action on Smoking and Health 
(ASH)が禁煙法へのロビーイ
ング開始（ex禁煙バーが収益
を上げているという研究）

米国CalEPAがSHSの害をレビュー
（小児と心疾患への影響）、デン
バーサミットコミュニケに児童の
環境衛生問題として盛り込まれる

1998

Scientific Committee on Tobacco and 
Health(SCOTH)がSHSの害を認識 

”Smoking Kills”（白書）で受動喫煙
対策を公約

ASHのDirectorにClive Batesが
就任（もとGreen Lobbyist）、

たばこ増税を主張

WHOブルントラント事務局長 

FCTC策定開始、加州3400万人が
州法を埋める条例で保護、1999年
アイルランドでパブ従業員が訴訟

2004

FCTC批准、 SCOTHが1998年以降
のSHSの証拠をレビュー

“Choosing Health”（白書）で受動
喫煙規制の法制化を公約

ASHが禁煙法制定に向けたロ
ビーイングペーパーを続々発
表（科学的証拠、世論調査、

経済影響など）

IARCがSHSを人発がん物質と認定
アイルランド・ノルウェー・
ニュージーランドで全面禁煙法

2005
FCTC８条ガイドラインの
提携国として貢献

ASHとCancer Research UKの
世論調査で71％の規制支持。
英国王立医師協会（RCP）

”Going smoke-free”発表

CalEPAがSHSを「閾値のない有害
大気汚染物質（TAC）」認定!
屋外規制の根拠、イタリアで全面
禁煙法、ウルグアイ政権交代

2006
Health Act 2006（屋内公共空間と

職場の禁煙）交付
Health Actの幅広いコンサル
テーションに市民社会が参加

米国公衆衛生総監のSHSに関する
結論 “Science is clear.  Debate is 

over.”、ウルグアイで全面禁煙法

2007

Health Act 2006 施行（7/1）
“Cancer Reform Strategy”でたばこ
規制は６つの活動領域の１つ

FCTC第８条ガイドライン策定

2008

“Smokefree England- one year on”
（90％以上の遵守、世論の支持、
曝露低下）, “Future Tobacco 

Control”のコンサルテーション

ASHとRCPが”Beyond Smoking 

Kills”、RCPが”Ending tobacco 

smoking in Britain”を発表

（FCTC締約国は条約発効5年後の
2010年2月27日までにuniversal 

protectionに励むべき）
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私たちのビジョンはスモークフリーな未来です。それは、私たちの共同体がたばこの
使用による害から逃れられて、人々がより健康でより長い人生を過ごす未来です。

喫煙は長期間の使用者の半分を死に追いやり、英国の富裕層と貧困層の
死亡率の格差の最大でかつ単一原因です。

たばこを使用しない未来とは、私たちの子どもたちが喫煙関連疾患によって
若く不必要な死を遂げないということを意味しています。

さらに、
たばこのない未来を
目指す英国の例

健康で長生きを是、とする価値観を
政府が国民に示せるかどうかの違い

テキスト



不揃い・不十分な日本の禁煙政策
8条ガイドラインの原則 分煙基準

粉塵、CO、気流

神奈川県
条例

厚労省政策厚労省政策 兵庫県
報告書8条ガイドラインの原則 分煙基準

粉塵、CO、気流

神奈川県
条例 健康局 労基局

兵庫県
報告書

原則1: 　安全域なし、毒性閾値の概念
は排除、法的な100％禁煙のみが有効 ! ! △ !

原則2: 　全ての人々を保護、全ての屋
内職場・屋内公共の場は禁煙 ! ! △ !

原則3: 　たばこ煙曝露からの保護に立
法措置、法律は単純明快で強制力 ! △ △ △
原則4: 　法規の導入と執行に優れた計
画と十分な資源 ! ◯ ! △
原則5:　市民社会の中心的役割、法律
策定・履行・執行の能動的当事者 ! ◯ ! △
原則6: 　履行・執行効果の記録評価、
たばこ産業の妨害活動の監視評価 ! △ ! ？
原則7: 　必要に応じたばこ煙曝露から
の保護の強化拡大、新規又は修正立法 ! ◯ △ △
5.3条：たばこ産業の政策介入の排除 !間接  !直・間接  !直・間接  !直・間接
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いわゆる “スペインモデル” の欠陥
（神奈川・兵庫への導入 by たばこ産業）

• 例外規定による非喫煙者保護の広範囲に及ぶ空洞化 

• 大規模飲食店の負担になる激しい不当競争
!公的資金による財政支援は正当か
!分煙設備の導入は将来の撤去（禁煙化）の障害

• 効果的な査察と処罰が実施されないことによる客と飲食
店経営者の遵法意識の欠如 

!履行のコストも莫大
• 地域格差の増大（「つぎはぎだらけの法律」） 

!健康と経済におけるセグメントを超えた不平等の増大
• 飲食店（接客）業における従業員の健康危険の増大 

• 喫煙者と非喫煙者の間の社会的対立の継続
（非喫煙者保護の「スペインモデル」:失敗の結果 ドイツがんセンター2008を改変）



完全禁煙法を実現した英国のインパクト評価
政策オプション政策オプション

正味のベ
ネフィッ
ト（£m）

サマリー

1
Voluntary action

自主的方策の継続 523-605

最も規制が弱くコストもかから
ないが、顕著な進展は期待でき

ない。

2

Full ban
全国的な屋内公共の場と職場の全面禁煙

（最小の例外）

1689-209
4

効果最大だが最小の例外を過度
の規制と見なされる可能性ある
も世論の支持もあり、提案段階
で最も議会の支持を受けた。

3

Local power
地方権限による

屋内公共の場と職場のSHS規制
0-2100

Option 2と同等の効果が期待で
きるが、規制の保証も規制内容
も時間軸も予測不可能。

4

Comprehensive smoke-free legislation 
with food/non-food exception

全国的な屋内公共の場と職場の全面禁煙
（“Choosing Health”で提案された例外）

1265-191
0

Choosing Health（政府の白
書）で提案され、利用者や事業
者による選択の余地あるが、全
面禁煙より効果が少ない。

(DOH 2006) Regulatory Impact Analysis (RIA)



我が国における規制インパクト評価

完全禁煙では４兆円以上の正味の便益
「分煙」では１兆円以上の正味の損失

（国立がん研究センター・三菱総研、2011）



”スモークフリーポリシー”
たばこの煙にさらされることからの保護
＝「ユニバーサル・プロテクション」
　　（すべての人の保護）

　"非喫煙者～喫煙者～その家族
　"被雇用者～雇用者～顧客
　"乳幼児～青少年～大人
★企業／国は、従業員／国民の健康を犠牲にして
　収益／税収を上げる構造からの転換を迫られる！
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たばこ政策の推進に必要な
国内外の情報収集と分析

国や地方のたばこ政策の進捗に関する情報分析と監視評価

関係機関と協力し、根拠に基づいたたばこ政策を提言、
実現するための戦略形成と体制の整備

ソーシャルネットワーク社会へ向けた、
共有知構築への情報戦略のデザイン化

Tobacco Free
Web TV

たばこ政策支援機能「 」
国際水準でのたばこ政策をわが国において推進するため、

たばこ政策にかかる各種の研究と提言を行う。

独立行政法人　国立がん研究センター

政策提言

情報発信

情報収集

監視・評価

「たばこ」から
健康を守る社会
を目指す。

since July 2011


