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１０．環境ホルモン 

 

  環境ホルモンとは、生物の体内に入るとホルモンと同様にふるまうことで、本来のホルモンの働きを攪乱 

して影響を及ぼす化学物質の総称であり、正式名称は「外因性内分泌攪乱物質」であります。 

環境ホルモンの定義は、そのメカニズムが明らかでないため国際的にも統一はされていないが、環境省 

(当時は環境庁)が１９９８年に公表した環境ホルモン戦略計画ＳＰＥＥＤ’９８において「動物の生体内に 

取り込まれた場合に、本来、その生体内で営まれている正常なホルモン作用に影響を与える外因性の物質」 

と定義し、67種類(現在65物質)の化学物質が挙げられています。 

  また、環境ホルモンは、人や野生生物の内分泌作用を攪乱し、生殖機能阻害、悪性腫瘍等を引き起こす可 

能性がある化学物質であり、科学的に解明されていない点が多く残されていることから、生物生存の基本的 

条件に関わり、世代を超えた深刻な影響をもたらすおそれがあることから環境保全上の重要課題です。 

 

(１) 環境ホルモンの種類 

   環境ホルモンを大別すると、①産業化学物質としてのノニルフェノ－ルやビスフエノ－ルＡなど、②ダ 

イオキシン類、農薬としてのＤＤＴ、ＤＤＤ、メトキシクロル、ディルドリンなど、③天然物質としての 

フォルモノネチン、クメストロ－ルなど、④医薬品としてのＤＥＳ、エチニルエストラジオ－ル（ピル） 

などに分類されます。 

これらの物質は分解困難で環境に残留し、植物連鎖で数千万倍に濃縮されることが知られています。 
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 ［表１０－１］ 内分泌攪乱作用を有すると疑われる化学物質 

No. 物 質 名 用 途 規 制 等 

1 ダイオキシン類 (非意図的生成物) 大気汚染防止法、廃棄物処理法 

大気・土壌・水質環境基準 

ダイオキシン類対策特別措置法 

ＰＯＰｓ、 

ＰＲＴＲ法(第一種指定化学物質) 

2 ポリ塩化ビフェニル(ＰＣＢ) 熱媒体 

ノーカ－ボン紙 

電気製品 

水質汚濁防止法、 

地下水・土壌・水質環境基準 

７４年化審法(第一種特定化学物質) 

海洋汚染及び海上災害防止法 

ＰＯＰｓ、 

ＰＲＴＲ法(第一種指定化学物質) 

７２年生産中止 

3 ポリ臭化ビフェニル類(ＰＢＢ) 難燃剤  

4 ヘキサクロロベンゼン(ＨＣＢ) 殺菌剤、有機合成原料 ７９年化審法(第一種特定化学物質) 

ＰＯＰｓ 

日本では未登録 

5 ペンタクロロフェノ－ル(ＰＣＰ) 防腐剤 

除草剤、殺菌剤 

水質汚濁性農薬、毒物及び劇物取締法

ＰＲＴＲ法（第一種指定化学物質） 

９０年失効 

6 2、4、5-トリクロロフェノキシ酢酸 除草剤 毒物及び劇物取締法、食品衛生法 

７５年失効 

7 2、4、5-ジクロロフェノキシ酢酸 

(2、4-Ｄ) 

除草剤 ＰＲＴＲ法（第一種指定化学物質） 

登録 

8 アミトロ－ル 除草剤、分散染料 

樹脂の硬化剤 

ＰＲＴＲ法（第一種指定化学物質） 

食品衛生法、７５年失効 

9 アトラジン 除草剤 ＰＲＴＲ法（第一種指定化学物質） 

登録 

10 アラクロ－ル 除草剤 海洋汚染及び海上災害防止法 

ＰＲＴＲ法（第一種指定化学物質） 

登録 

11 シマジン(ＣＡＴ) 除草剤 水質汚濁防止法、水道法 

地下水・土壌・水質環境基準 

水質汚濁性農薬、廃棄物処理法 

ＰＲＴＲ法（第一種指定化学物質） 

登録 

12 ヘキサクロロシクロヘキサン 

エチルパラチオン 

殺虫剤 ７１年失効・販売禁止 

７２年失効(エチルパラチオン) 
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No. 物 質 名 用 途 規 制 等 

13 カルバリル(ＮＡＣ) 殺虫剤 毒物及び劇物取締法、食品衛生法 

ＰＲＴＲ法（第一種指定化学物質） 

登録 

14 クロルデン 殺虫剤 ８６年化審法(第一種特定化学物質) 

毒物及び劇物取締法、ＰＯＰｓ 

６８年失効 

15 オキシクロルデン クロルデンの代謝物  

16 trans-ノナクロル 殺虫剤 ノナクロルは本邦未登録 

ヘプタクロルは７２年失効 

17 1、2-ジブロモ-3-クロロプロパン 殺虫剤 ８０年失効 

18 ＤＤＴ 殺虫剤 ８１年化審法(第一種特定化学物質) 

食品衛生法、ＰＯＰｓ 

７１年失効・販売禁止 

19 ＤＤＥ、ＤＤＤ 殺虫剤、ＤＤＴの代謝物 日本では未登録 

20 ケルセン 殺ダニ剤 ＰＲＴＲ法（第一種指定化学物質） 

食品衛生法、登録 

21 アルドリン 殺虫剤 ８１年化審法(第一種特定化学物質) 

土壌残留性農薬、毒物及び劇物取締法

ＰＯＰｓ、７１年失効 

22 エンドリン 殺虫剤 ８１年化審法(第一種特定化学物質) 

作物残留性農薬、水質汚濁性農薬 

毒物及び劇物取締法、食品衛生法 

ＰＯＰｓ、７５年失効 

23 ディルドリン 殺虫剤 ８１年化審法(第一種特定化学物質) 

土壌残留性農薬、毒物及び劇物取締法

食品衛生法、家庭用品法、ＰＯＰｓ 

７５年失効 

24 エンドスルファン(ベンゾエピン) 殺虫剤 毒物及び劇物取締法、水質汚濁性農薬

ＰＲＴＲ法（第一種指定化学物質） 

登録 

25 ヘプタクロル 殺虫剤 ８６年化審法(第一種特定化学物質) 

毒物及び劇物取締法、ＰＯＰｓ 

７５年失効 

26 ヘプタクロルエポキサイド ヘプタクロルの代謝物  

27 マラチオン 殺虫剤 ＰＲＴＲ法（第一種指定化学物質） 

食品衛生法、登録 

28 メソミル 殺虫剤 毒物及び劇物取締法、登録 

29 メトキシクロル 殺虫剤 ６０年失効 
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No. 物 質 名 用 途 規 制 等 

30 マイレックス 殺虫剤 日本では未登録、ＰＯＰｓ 

31 ニトロフェン 除草剤 ８２年失効 

32 トキサフェン 殺虫剤 日本では未登録、ＰＯＰｓ 

33 トリブチルスズ 船底塗料、漁網の防腐剤 ８６年化審法 

(ＴＢＴＯは第一種特定化学物質) 

(残り13物質は第二種特定化学物質)

家庭用品法 

ＰＲＴＲ法（第一種指定化学物質） 

34 トリフェノルスズ 船底塗料、漁網の防腐剤

 

９０年化審法(第二種特定化学物質) 

ＰＲＴＲ法（第一種指定化学物質） 

家庭用品法、９０年失効 

35 トリフロラリン 除草剤 ＰＲＴＲ法（第一種指定化学物質） 

登録 

36 アルキルフェノ－ル(Ｃ５～Ｃ９) 

ノニルフェノ－ル 

4-オクチルフェノ－ル 

 

界面活性剤の原料 

油溶性ﾌｪﾉ-ﾙ樹脂の原料

界面活性剤の原料 

海洋汚染及び海上災害防止法 

ＰＲＴＲ法（第一種指定化学物質・ノ

ニルフェノ－ル、オクチルフェノ－ル

のみ） 

37 ビスフェノ－ルＡ 樹脂の原料 食品衛生法、 

ＰＲＴＲ法（第一種指定化学物質） 

38 フタル酸ジ-2-エチルヘキシル プラスチックの可塑剤 水質関係要監視項目 

ＰＲＴＲ法（第一種指定化学物質） 

39 フタル酸ブチルベンジル プラスチックの可塑剤 海洋汚染及び海上災害防止法 

ＰＲＴＲ法（第一種指定化学物質） 

40 フタル酸ジ-ｎ-ブチル プラスチックの可塑剤 海洋汚染及び海上災害防止法 

ＰＲＴＲ法（第一種指定化学物質） 

41 フタル酸ジシクロヘキシル プラスチックの可塑剤  

42 フタル酸ジエチル プラスチックの可塑剤 海洋汚染及び海上災害防止法 

43 ベンゾ(ａ)ピレン 非意図的生成物  

44 2、4-ジクロロフェノ－ル 塗料中間体 海洋汚染及び海上災害防止法 

45 アジピン酸ジ-2-エチルヘキシル プラスチックの可塑剤 海洋汚染及び海上災害防止法 

ＰＲＴＲ法（第一種指定化学物質） 

46 ベンゾフェノン 医療品合成原料 

保香剤等 

 

47 4-ニトロトルエン 2、4-ジニトロトルエン

などの中間体 

海洋汚染及び海上災害防止法 

48 オクタクロロスチレン 有機塩素系化合物の副

生成物 

 

49 アルディカ－ブ 殺虫剤 日本では未登録 
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No. 物 質 名 用 途 規 制 等 

50 ベノミル 殺菌剤 ＰＲＴＲ法（第一種指定化学物質） 

登録 

51 キ－ポン(クロルデコン) 殺虫剤 日本では未登録 

52 マンゼブ(マンコゼブ) 殺菌剤 ＰＲＴＲ法（第一種指定化学物質） 

登録 

53 マンネブ 殺菌剤 ＰＲＴＲ法（第一種指定化学物質） 

登録 

54 メチラム 殺菌剤 ７５年失効 

55 メトリブジン 除草剤 食品衛生法、登録 

56 シペルメトリン 殺虫剤 毒物及び劇物取締法、食品衛生法 

ＰＲＴＲ法（第一種指定化学物質） 

登録 

57 エスフェンバシシ－ト 殺虫剤 毒物及び劇物取締法、登録 

58 フェンバレレ－ト 殺虫剤 毒物及び劇物取締法、食品衛生法 

ＰＲＴＲ法（第一種指定化学物質） 

登録 

59 ペルメトリン 殺虫剤 ＰＲＴＲ法（第一種指定化学物質） 

食品衛生法、登録 

60 ビンクロゾリン 殺菌剤 ９８年失効 

61 ジネブ 殺菌剤 ＰＲＴＲ法（第一種指定化学物質） 

登録 

62 ジラブ 殺菌剤 ＰＲＴＲ法（第一種指定化学物質） 

登録 

63 フタル酸ジペンチル  日本では生産されていません 

64 フタル酸ジヘキシル  日本では生産されていません 

65 フタル酸ジプロピル  日本では生産されていません 

 備考 １ 上記化学物質のほか、カトミウム、鉛、水銀も内分泌攪乱作用が疑われています。 

    ２ 規制等の欄に記載した法律は、それらの法律上の規制等の対象であることを示します。 

    ３ 登録、失効、本邦未登録、土壌残留性農薬、作物残留性農薬、水質汚濁性農薬は、「農薬取締法」に基づきます。 

    ４ ＰＯＰｓは、「陸上活動からの海洋環境の保護に関する世界行動計画」において指定された残留性有機汚染物質です。 

 

(２) 人や野生生物等への影響 

① 野生生物への影響 

これまでに魚類、爬虫類、鳥類といった野生生物の生殖機能異常、生殖行動異常、雄の雌性化、孵化 

能力の低下のほか、免疫系や神経系への影響などが多く報告されています。 

その直接的な原因は、異常が認められた生物の生息環境中に存在するＤＤＴ、ＰＣＢ、ＴＢＴ及びダ 

イオキシン等の化合物への曝露との関係、また一部にはノニルフェノ－ルによる影響も指摘されています。 

これらの物質による野生生物への影響を指摘する報告の中から主なものを表１０－２に示しました。 
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② 人の健康への影響 

    合成エストロジェン（ＤＥＳ）を流産防止等の目的として服用した妊婦から生まれた女児に膣がんが 

生じたことが確認されています。 

    また、環境ホルモンが関係しているのではないかという指摘として、精巣ガン、乳がんなど生殖機能 

に関連する悪性腫瘍の発生、精巣形成不全症、尿道下裂、停留精巣等生殖器の形態異常や精子数や精子 

重量の減少傾向、さらには思春期早発性や女性化乳房等の現象が報告されています。 

    イタリアのセベソの工場事故によって高濃度のダイオキシンに曝露した地区では、一時的に出生する 

子どもに女性が多くなったという報告があり、当初は母親側の曝露量に影響されるという報告があった 

が、最近では父親側の曝露量に影響されるという報告がありました。 

    この事故についての新しい知見として、胎児期におけるＰＣＢやダイオキシンの曝露が乳幼児期及び 

小児期の神経発達や認識発達に影響するという報告もされています。 

 

 ［表１０－２］ 野生生物への影響に関する報告 

生 物 場 所 影 響 推定される原因物質 

貝類 イボニシ 日本の海岸 雄性化、個体数の減少 有機スズ化合物 

ニジマス 
 

英国の河川 

 

雌性化、個体数の減少 

 

ノニルフェノ－ル、人畜由来女

性ホルモン(断定されず) 

ロ－チ 

(鮭の一種) 

英国の河川 

 

雌雄同体化 

 

ノニルフェノ－ル、人畜由来女

性ホルモン(断定されず) 

魚類 

サケ 米国の五大湖 甲状腺過形成、個体数減少 不明 

爬虫類 ワニ 米ﾌﾛﾘﾀﾞ州の湖 
雄のペニスの矮小化、卵の

孵化率低下、個体数減少 

湖内に流入したＤＤＴ等有機

塩素系農薬 

カモメ 米国の五大湖 雌性化、甲状腺の腫瘍 ＤＤＴ、ＰＣＢ(断定されず) 
鳥類 

メリケンアジサシ 米国のﾐｼｶﾞﾝ湖 卵の孵化率の低下 ＤＤＴ、ＰＣＢ(断定されず) 

アザラシ 
 

オランダ 
 

個体数の減少、免疫機能の

低下 

ＰＣＢ 
 

シロイルカ 
 

カナダ 
 

個体数の減少、免疫機能の

低下 

ＰＣＢ 
 

ピュ－マ 
ヒツジ 

米国 
オ－ストラリア 

精巣停留、精子数減少 

死産の多発、奇形の発生 

不明 
植物エストロジェン 

哺乳類 

 (１９４０年代)  (クロ－バ－由来) 

 

(３) ホルモンの働きと機能する仕組み 

  ① ホルモンの働き 

    ホルモンは、内分泌腺から血流に直接分泌されるものであり、ギリシャ語の「刺激する」という意味 

であります。 

    ホルモンは、動物の発生過程での分化、その成長、生殖機能の発達、恒常性等を調節する重要な役割 

を果たしており、それぞれの種類に応じて異なった器官・組織に作用し、それぞれ特徴的な働きをして 

います。 
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    また、動物が発生し、成長し、生殖活動を行う多くの段階で、ホルモンが動物体に及ぼす働き、強さ 

は異なり、必要に応じて内分泌器官から分泌され、血液等を介して作用すべき組織細胞に達します。 

    人間の体内ではホルモンを分泌する内分泌器官はいくつもあり、分泌されるホルモンも多種多様で、 

主なものとして男性の精巣などから分泌されるアンドロジェン（男性ホルモン）、女性の卵巣などから 

分泌されるエストロジェン（女性ホルモン）、副腎皮質ホルモン、甲状腺ホルモン、成長ホルモン、す 

い臓のランゲルハンス等から分泌されるインシュリンなどがあります。 

    また、人間と他の脊椎動物（哺乳類、鳥類、爬虫類、両生類、魚類）の内分泌器官の種類、ホルモン 

の科学的構造、とりわけステロイドホルモンはかなり共通したものであるとされています。 

 

  ② ホルモンの機能する仕組み 

    ホルモンの種類は、その化学的構造等からステロイドホルモン、アミノ酸誘導体ホルモン及びペプチ 

ドホルモン等に分類されます。 

    体内の内分泌腺で合成されたホルモンは、標的臓器に達するとレセプタ－（受容体）と結合します。 

    ステロイドホルモンや甲状腺ホルモンなどは、標的細胞内にある核内レセプタ-に結合し、ＤＮＡ 

（遺伝子）に働きかけ機能蛋白を合成することによって機能を発揮します。 

    一方、各種下垂体ホルモンを含めペプチドホルモンの作用は、標的細胞表面の膜レセプタ－に結合し 

た後に細胞内情報伝達系を介して作用します。 

    このように、ホルモンの種類によって結合するレセプタ－の関係は鍵と鍵穴の関係に例えられてます。 

    なお、ホルモンの血液中の濃度レベルは極めて低く、ng／ml～pg／mlであるとされています。 

    また、各種の内分泌腺は、通常はフィ－ドバック機構によってホルモンの産生やレセプタ－の働きを 

コントロ－ルする仕組みが備わっていることから、一定の恒常性が保たれています。 

    さらに、ホルモンは気候等の環境要因や行動及び情報などによっても影響を受けるとされており、ホ 

ルモンの過不足によって病的な症状が引き起こされ、起こりうる病気を表１０－３に示しました。 

 

 ［表１０－３］ 人の主要なホルモンの作用及び過不足により起こりうる疾患 

代表的な疾患 
ホルモン名 部 位 主な作用(調整作用)

分泌過剰 分泌不足／レセプタ－異常

成長ホルモン 下垂体 成長の亢進 巨人症末端肥大症 小人症 

甲状腺ホルモン 甲状腺 代謝の亢進 

知能・成長の調整 

甲状腺機能亢進症 

(バセドウ病) 

甲状腺機能低下症 

インシュリン すい臓 血糖の低下 低血糖症 高血糖症(糖尿病) 

副腎皮質ホルモン 副 腎 代謝、免疫等の調整 クッシング症候群 アジソン病 

エストロジェン 

(女性ホルモン) 

卵 巣 女性化(月経・乳腺)

卵子の発育、排卵 

子宮内膜症、膣ガン 

乳がん、不正出血 

女性器の発育 

異常月経不順 

アンドロジェン 

(男性ホルモン) 

精 巣 男性化 

精巣の発育、精子合

成 

二次性徴の早期出現 男性器の発育異常 

無精子症 

睾丸性女性化症候群 
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(４) 環境ホルモンの作用メカニズム 

  ① レセプタ－結合 

    環境ホルモンの作用メカニズムは、本来ホルモンが結合すべきレセプタ－に化学物質が結合すること 

によって遺伝子が誤った指令を受けるという観点から研究が進められてきました。 

    環境ホルモンの多くは、エストロジェン（女性ホルモン）と同じような仕組みで作用することが知ら 

れていることから、核内レセプタ－との関連が注目されています。 

    環境ホルモンが核内レセプタ－に結合して生じる反応には、本来のホルモンと類似の作用がもたらせ 

る場合と、逆に作用が阻害される場合の２種類に大別されます。 

    前者としては、ＰＣＢやＤＤＴ、ノニルフェノ－ル、ビスフェノ－ルＡなどの化学物質がエストロジ 

ェンレセプタ－と結合することによって、エストロジェンと類似の反応をもたららす（エストロジェン 

様作用）一例であります。 

    後者としてはＤＤＥ（ＤＤＴの代謝物）やビンクロゾリンなどがアンドロジェンレセプタ－と結合す 

ることによってアンドロジェンの作用を阻害する（抗アンドロジェン様作用）一例であります。 

    また、ペプチドホルモンなどと同じように細胞膜レセプタ－を介して作用する場合も発見されており、 

その一例としてプロゲステロン系ステロイドホルモンが魚類や両生類の卵表にある膜受容体を介して作 

用することが分かっています。 

    最近では、哺乳類の脳におけるエストロジェン様作用が膜レセプタ－を介して作用する例が報告され 

ています。 

    さらに、ある種の殺虫剤がレチノイドレセプタ－との結合に介して、両生類での形態異常を引き起こ 

すことも報告されています。 

 

  ② レセプタ－の種類 

    多くの脊椎動物でエストロジェンレセプタ－にαとβの２種類があることがわかり、器官ごとの局在 

や発現量、さらには種々のリガンドとの結合能の違いから、異なる働きを示す可能性が指摘されており、 

環境ホルモンごとにエストロジェンレセプタ－に対する結合能や転写活性能が異なる場合も考えられます。 

    一方、アンドロジェンレセプタ－に関してもαとβの２種類が魚類で見つかっています。 

 

  ③ レセプタ－結合以外の作用メカニズム 

    レセプタ－結合以外では、細胞内のシグナル伝達経路に影響を及ぼすことによって、遺伝子を活発化 

し機能蛋白の産生等をもたらす化学物質の存在が指摘されています。 

    この一例として、ダイオキシンはエストロジェンレセプタ－やアンドロジェンレセプタ－には直接結 

合しないが、アンドロジェンレセプタ－等を介して遺伝子を活性化し、間接的にエストロジェン作用に 

影響を与えるとされています。 

 また、環境ホルモンが性腺刺激ホルモン放出ホルモンニュ－ロンに直接作用するなど視床下部・下垂 

体系を介して生殖機能に影響を及ぼすメカニズムやアロマタ－ゼ（酵素）を阻害し、エストラジオ－ル 

の産生が低下することにより、内分泌系に影響を与えるメカニズムが報告されています。 
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  ④ 作用する時期と影響 

    ホルモン作用の特徴のひとつとして、発生中の特定の時間（臨界期）にホルモンの影響を受けると、 

生涯に続く不可逆的な反応となる場合があることが指摘されています。 

    その事例として、マウスや魚類においてエストロジェンやアンドロジェンに曝露すると遺伝的な性が 

転換するなどが知られています。 

    また、カメにおいても臨界期にＰＣＢ類により性転換する事例や孵化直後の魚にノニルフェノ－ルや 

ビスフェノ－ルＡなどに暴露すると同様な遺伝的な性転換があるという指摘がされています。 

 

  ⑤ 低用量問題 

    通常、毒性学における毒物の作用には閾値があり、閾値を下回ると反応が起きず、閾値を超えてから 

反応が現れるとされており、用量反応関係が適用されますが、環境ホルモンにはこの用量反応関係が当 

てはまらず、場合によっては毒性学における用量の数百万分の一という非常に低い用量範囲で、人や野 

生生物に影響を及ぼすと指摘されています。 
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(５) 河川及び河川底質中の環境ホルモン測定結果 

   平成１３年度に河川及び河川底質中の環境ホルモン濃度の調査を実施したところ、下記の表のとおりと 

なりました。 

 平成１３年度は１９物質について測定をし、その結果、河川においては金沢川で４物質、中の川で１物質

が検出されました。 

 また、河川底質においては金沢川で４物質、中の川で２物質が検出されました。 

 現在のところ、環境ホルモンはフタル酸ジ-2-エチルヘキシルとシマジン(ＣＡＴ)を除き、評価する基 

準が示されていません。 

 

  平成１３年度（H.14.2.21）          (単位) 河川：μｇ／ℓ、河川底質：μｇ／ｋｇ－ｄｒｙ 

河 川 河川底質 
項  目 

金沢川金沢橋 中の川中島橋 金沢川金沢橋 中の川中島橋

ヘキサクロロベンゼン <0.025 <0.025 <5 <5 

アミトロ－ル <1 <1 <1 <1 

メソミル <0.03 <0.03 <2 <2 

ニトロフェン <0.025 <0.025 <5 <5 

トリフルラリン <0.05 <0.05 <5 <5 

メトリブジン <0.05 <0.05 <5 <5 

シペルメトリン <0.2 <0.2 <20 <20 

フェンバレレ－ト <0.05 <0.05 <5 <5 

ペルメトリン <0.05 <0.05 <5 <5 

ビンクロゾリン <0.05 <0.05 <5 <5 

４-t-オクチルフェノ－ル 0.02 <0.01 <1 <1 

ノニルフェノ－ル 0.6 <0.1 48 <10 

ベンゾフェノン <0.01 <0.01 <1 <1 

ビスフェノ－ルＡ 0.08 0.01 <1 <1 

フタル酸ブチルベンジル <0.2 <0.2 <10 <10 

フタル酸ジ-n-ブチル <0.5 <0.5 <25 <25 

フタル酸ジ-2-エチルヘキシル <0.5 <0.4 3100 41 

17β-エストラジオ－ル 0.0020 <0.0006 0.25 0.11 
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