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環境ホルモンによる水質汚染の現状と今後の課題
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松井 三 郎
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環境ホノレモン（外因性内分泌撹乱物質）汚染問題は，従来見過ごされて

きた化学物質の人と生態系への影響を示している。化学物質の毒性影響

は，今まで個体の「死」， あるいは発カン確率で考えられてきた。 外因

性内分泌撹乱物質は，生殖毒性を問題にしている。これは，子孫が生ま

れてこない危険性，生まれでも奇形等障害を受けている問題を提起して

いる。化学物質の使用量と物質数は増加する一方である。どのよ うに化

学物質を利用するか？ 我々は，正しい解答を出せていない。環境ホノレ

モンの中で最強と思われるダイオキシンについてその毒性レベルを，標

的理論で検討する。環境ホノレモンの水質汚染，下水処理の問題について

も検討する。

1. はじめに

微量有害物質について社会的関心が高ま った事は大変重要で、ある。先進国は

化学産業においても主要生産国であり， 日常 7万～10万種を超える化学物質を

製造し，様々に利用している。それ らのうち，医薬品については人聞に対する
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影響が当然調査されているが，生態系影響は不十分な知見しかなし、。農薬は，

人と限られた見虫，植物についての調査は当然されているが，プラスチック，

塗料等他用途の化学物質は人および生態系への影響がよくわからないまま使用

し，環境に放出している。また廃棄物燃焼によって非意図的に作られ排出され

るダイオキシン類もある。 20世紀は，化学が進歩し人間生活を便利にしてきた

側面がある一方，合成化学物質による人，生態系への事故，影響について様々

な問題も作り出してきた。 20世紀化学文明の「影」の部分を明らかにし都市

環境を安全なものに改善することが21世紀の大きな課題である （松井三郎他，

1999年）。

2. 微量有害物質に対する誤った認識

都市は人と物質が移動する高密度空間である。移動する物質の中に多種類の

化学物質があり，その中に人と生態系に影響を与えるものがある。都市活動の

「静脈系Jと呼ばれるものは，下水道であり，廃棄物処理処分である。下水道

は水道，都市雨水と連携した重要なシステムであるが，化学物質が流れ込んで

きて集中するシステムでもある。処理した水は再び，河川，海に戻され循環さ

れる。水循環を安全にするには，下水処理場の機能を正しく使う必要がある。

微量有害物質は，希釈拡散して薄めてしまえば安全になる。そのような観点

から，化学物質は下水道に集まり希釈され，活性汚泥が分解して安全にすると

安易に思っていた。しかし活性汚泥は思ったより万能ではないことが研究で

明らかにされつつある。環境ホルモン問題は，今まで考えられていなかった重

要な盲点をついている。環境ホルモンと呼ばれる物質は，従来の化学物質の毒

性概念に当てはまらない。環境ホルモン物質を生物に高濃度で暴露すれば，生

物は死ぬが，低濃度では死なない。だから毒性が弱いので毒物ではない？ 環

境ホルモン物質は生物の血中に極めて低濃度でも，内分泌を擾乱させる。性ホ

ルモンに関係する場合は，男性生殖器，女性生殖器の発達が異常になり，子孫

継続に支障となる。甲状腺ホルモンに関係する場合，子供の身体と知能成長を

妨げるし，免疫機携を阻害する可能性がある。いずれも，血中の極低濃度で起

こる可能性があり，それは環境中の濃度（水，大気，食物など）も極めて低い

事を示す。化学の発達は，このような微量化学物質を検出する測定方法も発達

させてきた。
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3. 環境木ルモン問題が提起する環境リスク

現在問題提起されている環境ホルモン物質は，船の船底に塗布して牡嘱など

貝類の付着を防止する有機スズ，非イオン界面活性剤のオクチルフェノールが

下水処理場で途中まで分解されてできるノニルフェノール，農薬の DDT，広

く使用された PCB，植物由来のホルモンでクローパに含まれるクメストロー

ル一等である。さらに最も強力な環境ホルモンは，ダイオキシン類である。こ

れらの物質が野生生物に影響を及ぼしていることが明らかになってきた。そこ

で，放射線影響を理解するために開発された標的理論モデルーヒットモデル

で， リスク検討を行う。

3-1 ヒットモデルによる有害化学物質の人体影響を考える目安は？

一般に毒性学において，毒性は生物体のある受容体に作用して毒性を発揮す

ると認識する。放射線の場合，現在では放射線が細胞内で水分子一 「OH一」

を励起し活性な「OH・j ラジカノレを生成しそれが，遺伝子に結合して損傷さ

せ，さらに修復過程で誤りを起こして突然変異，発ガンにいたると解釈され

る。従って受容体は遺伝子になる。一方，ダイオキシン類の対策はピコグラム

-pgと呼ぶ極少量の対策を行っているが，この極少量の意味を検討する。そ

の場合，受容体にヒット（結合）して作用すると考え，受容体を人間細胞とす

る。夕、イオキシンは，それ自身遺伝子に結合しないことが分かっていて，いわ

ゆる直接変異原性はない。むしろ信号伝達物質的に，内分泌系の撹乱を起こし

ている可能性が高い。信号を受けるもの（受容体）は，細胞とする。そしてヒ

ット（細胞へのダメージ）をダイオキシン（2,3, 7' 8ダイオキシン）が与える

ものとして，これを有害物質とすると，全細胞に 1分子がヒットする有害物質

の 1日耐用摂取量はいくらになるか？（図 1参照） 人の総細胞数は，約60兆

個であるといわれている。毎日摂取する耐用量を Aモルとしアボガドロ数

6.023×1023として計算すると， A=0.1nモルあるいは100pモルとなる。 この

極めて少量レベルの耐用量を目安に有害物質の有害程度を推測することができ

る。

3-2 ダイオキシン類の毒性レベルをどのように理解するか？

ダイオキシン類は，多面的毒性を示す極めて強力な有害物質である。生物と
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人の細胞総数 60兆個

毎日摂取する有害物質 Aモル／日

全細胞に 1分子が 1ヒットすると想定

有害物質摂取量 ？

分子数／細胞数＝ l=A×アボガドロ数／6×1013

A=6×1013 /6.023×1023 
= 10-10モル

=lOOpモル／日・人

ホルモン分子のように情報伝達物質が細胞の受容体と結合する場
合は， このような計算が基礎となる。

図1 ヒットモデルによる有害物質の人体影響を考える

くに高等動物は，体の機能維持を行うために，神経系，免疫系， 内分泌系を協

調関係として連動しているが，ダイオキシン類は，内分泌撹乱以外にこれらす

べてに有害な作用を起こしているようである。動物実験の結果から人への推定

がなされた。有害性の評価が，一般毒性（肝臓毒性による致死），発ガン毒性

（肝細胞，甲状腺），免疫毒性（抗体産生抑制， リンパ球変動）と生殖毒性で評

価したところ，生殖毒性に与える影響が，最も低濃度で現われた。その結果

WHOは，人への推定に不確定係数10を使って，耐用 1日摂取量 1～4pg/kg/ 

日を推薦し，日本はさらに独自の判断で 4pg/kg／日を決めた。この値をどの

ように理解すれば良いのかワ ダイオキシン類の中で最も強力な2,3, 7, 8夕、

イオキシンを例にして， 検討する。耐用 1日摂取量 4pg/kg／日は， 1.24fモル

/kg／日に相当し，分子量321.9g／モル，日本の女性（妊娠する）平均体重50kg, 

体重当たりの細胞数は1.2×1Ql2/kgとすると，女性細胞当たりのダイオキシン

分子数は6.2×10-4となる。即ち 1細胞当たりダイ オキシ ン分子がヒ ット する

確率は 6万2000分の lになる。言し、かえれば， このことは，女性が妊娠して受

精細胞 1個にダイオキシンがヒ ットする確率でもある。この確率が低ければそ

れだけ受精卵，あるいは匪細胞／胎児にダイオキシンがヒッ トする確率が下が

り，安全性が増加する。このような平均化した計算の一方，ダイオキシンが体

内に入ってから，集中して経由する肝臓，腎臓や蓄積される生殖器，皮下脂肪

など様々な部位，臓器で代謝蓄積を受けて最終的に主として糞と して排世され
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一般毒性肝臓毒性致死性
雌雄ラット NOAEL （有害影響無検出レベル） 1 ng/kg／日

発ガン毒性肝細胞，甲状腺
ラット NOAEL 1.4 ng/kg／日

免疫毒性
マウス NOAEL 5 ng/kg／日
抗体産生抑制，リンパ球変動

生殖毒性
3世代アカゲザル NOAEL 0.12 ng/kg／日

その他毒性検査の結果 NOAEL 10～40pg/kg／日

• 
WHOの判断不確定係数10 人間への推定

NOAEL 1～ 4 pg/kg／日

図2 ダイオキγン毒性動物実験から人への推定

注 1) NOAEL （有害影響無検出レベノレ）

2) n=!O→ 9(nano), p= 10-12(pico) 

る過程は，薬物動力学的に検討されている（図 2参照）。

ここでは，より簡単な説明で，一般に分かりやすい説明を行う。ダイオキシ

ン類は体内に摂取されると排世されにく く半減期約 7年とされている。その間

人体に蓄積し少しずつ排池されるが，一方毎日摂取することでバランスがと

れ，パランスする蓄積濃度がきまる。このことは女性（男性もおなじ）で既に

細胞にダイオキシンが蓄積していることを意味する。その安全と考えられる内

部負荷量（蓄積量）は，動物実験から86ng/kgと推定される。 そのレベルは，

86×1.86×10s×103/1, 2×1012=1.33分子／細胞である。すなわち 2,3, 7, 8ダイ

オキシンの安全レベルは， 1細胞に 1ヒット程度を意味している。毎日 100p 

モル摂取する安全性の意味と，蓄積による安全性の意味が，細胞へのヒットの

レベルとして理解することができる。堤治教授（東京大学医学部附属病院産婦

人科）による日本女性の卵胞液（卵子を取り囲む液）中のダイオキシン類濃度

が測定されている。それによると001 pgTEQ/mL=0.031 TEQpMとなり，

さらに10pg TEQ/L= 10×1.86×10s分子 TEQ/L=l.86×109分子 TEQ/Lと

計算される。ここで TEQは，ダイオキシン類の毒性換算係数である。夕、イオ
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耐用 1日摂取量 4 pg/kg／日（1.24fモル／kg／日）

夕、、イオキシンー2, 3, 7, 8 TCDD 

分子量 321.9 g／モル
1 pg=0.31×10－日モル×6.02×1023分子

女性体重うOkg 体重当たり細胞数 1.2×1012/kg 

分子数／細胞＝ 4×1.86×108/1.2×1012=6.2×10-4 

1細胞当た りダイオキシンがヒットする確率6万2000分のl。
このことは，女性が妊娠して受精細胞 1個にダイオキシン
がヒットする確率でもある。

ただし，安全内部負荷量（蓄積量）は 86ng/kg 

このことは女性の細胞当たり蓄積程度は？

86×1.86×10s×103 /1.2×1012 

ニ 1.33分子／細胞である。既にこの程度の汚染

図3 2, 3, 7, 8TCDD （ダイオキシン）について

注） f= 10 "(femto) 

キシンは 2,3, 7, 8塩素付加体以外に280穫を超える，塩素付加の異なった種類

があり，それらの毒性効果に違いがあるために， 1.0以下の毒性換算係数を用

いて総体量を示す。この値を，さらにマウスの動物実験で，受精卵の 2細胞期

匪の24時間後 8細胞期匪発育抑制を調べて毒性影響を判定すると， 1～5TEQ

pMで影響が発生した。これと比べると人間の卵胞液中の夕、イオキシン類濃度

は， 31161分の l低いリスクと推定される。いずれにしても，健康な日本人女

性の卵子の環境は，今のところ危険なレベルて

キシン類の環境 人体汚染のレベルは，注意を要するレベルにあることは間違

L、ない （図 3参照）。

4. 環境ホルモンに対する公共下水処理場の機能

我4の研究室では，酵母に人女性ホノレモンレセプターを産出する遺伝子を組

み込んだ生物試験法を用いた手法を開発した。この酵母法（YeastScreen）と

同時に17β エストラヂオールを酵素抗体法（ELISA法）で測定し酵母法と
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の差を，人間や動物由来ではない人工化学物質，植物由来のエストロゲン様物

質として評価する方法で，2つの方法を組み合わせて環境ホルモ ン総量（女性

ホルモン）を解析することができる。この方法で環境汚染を調査した結果

(Ta』咋ami,1998年，松井，滝上1999年）流入下水中には当然人間由来エスト

ロゲン（17βエストラヂオール，エストロン等）が存在していて，その量は無

視できない。環境汚染の濃度レベルはμg/Lで，ダイオキシン類のように pg/

Lや fg/LとくらべてJ06倍高濃度である。

琵琶湖にある湖南中部浄化センター（下水処理場）の調査結果では，生下水

中には，約154ng/Lのエス トロゲンがあり ，最初沈殿池では当然処理できず

活性汚泥処理の脱窒素反応槽で大幅な除去が見られる（図 4）。最終沈股池，

塩素処理を経て放流水中には，約98%の除去率で少し残されている。琵琶湖水

でも，エストロゲンが認められる。これに対して，酵素抗体法（ELISA法）

で17pエストラヂオールを測定すると流入下水中には，約51.6ng/Lの17β エ

ストラヂオールが存在する。この下水処理場では人の尿尿中の17β エストラヂ、

下水処理場（溶存態）
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オールが主たる発生源である。 酵母法と比較するとエストロゲン全体の 89割

程度は，人間由来ではない化学物質であると推定できる。酵母法でみるエスト

ロゲン様物質総量の除去率が良いのに比べて， 17β エストラヂオールの除去率

は低い。ここでは約77%の除去率である。

一方平成10年に建設省が実施した多摩川上流処理場の調査を表 1に示す。環

境ホルモンとして疑われている，フタル酸ジ 2エチルヘキ‘ンル，ノニルフェ

ノール，ビスフェノール A,17 /Jエストラヂ、オール測定結果をみると，流入水，

放流水の聞に減少が認められる。減少率の高いものは最初の化学構造では残ら

ず，化学変化を受けている可能性がある。また活性汚泥微生物の細胞に吸着さ

れて水の相から移行したことも考えられる。また，化学変化によ ってかえっ

て，エストロゲン活性が高まる物質に変化するものも認められていて，その代

表的なものは，アルキルフェノールポ リエト キシレートが分解して，ノニルフ

ェノールになる場合である。これらの変化に関する可能性は，現在のところ研

究が遅れている。一方17βエストラチ守オールの減少率が60.3%と低い。

5. 環境ホルモンによる河川の汚染

建設省が平成10年に行った河川環境ホルモン調査が発表された（表 2参照）。

その結果によると環境ホルモンと して疑われている物質は，低濃度の汚染であ

ることから，測定結果を検出下限値未満を ND，検出下限値以上， 定量下限値

未満を tr，それ以上の濃度で検出されたものの 3グループで結果をまとめてい

る。調査した地点数と該当するクーループの地点数を比でもとめている。 4-nー

オクチルブェノールは，定量下限値以上の該当地点はなく，検出限界値以下

(0.4%）か，殆どが検出下限値未満（99.6%）である。 4tーオクチルフェノー

ルも同様の傾向である。それに対してノニルフ ェノ ールは，測定できた地点が

12.5%と多し、。非イオン界面活性剤として使用されるノニルフェノールエトキ

シレートが，分解されノニルフ ェノ ールになり河川に流出している可能性があ

る。またオクチルフェノールが分解されノニルフェノーノレになっている可能性

がある。フタノレ酸シ－2ーエチルヘキシルは，さらに多くの地点で検出されてい

る。プラスチック可塑剤として利用されている。 アジピン酸ジ－2ーエチルヘキ

シルの検出も高い （26.2%）この物質もプラスチック可塑剤として利用されプ

ラスチックから溶出している。ビスフェノール Aはエポキシ樹脂の原料であ

り，樹脂から溶出している。測定できた地点は高く23.8%である。これらの人



表 1 環境，十、ノレモン時間変動調査の分析結果一覧表（多摩川上流処理場）

流 入 水 放 流 水

ブタ／レ酷ジー2-: ノニ／レブ ピスブェ : 17ヂβエスト アタル酸ジ 2 : ノニルフ ピスフ ェ : 17βヂオエス ト
流入水量 エチルヘキシル； ェノール ノール A ，ラ オール 放流水量 エチルヘキゾル l ェノ ノレ ノールA ト ラ ー／レ

(μg/l) (μg//) (μg/ I) 

1.63 ' 0.28 

13:00 3.40 0.431 

10/28 16:00 21,310 14.9 3.80 0.441 0.0341 

19:00 23,280 12.1 0.537 0.0336 市ヰキ

22:00 27,770 11. 7 0.0223 
商主通~ 

1 :00 24,340 * 、で

10/29 4:00 
<¥; 

、〈,, 
"" むも
E決車

現地コンポジット 望ミ書市

室内コンポジット 11.5 6.01 0.482 0.0270 2.84 0.16 : 0.199 0.0104 ま言ごう過幸

86.2 : 92.5 ' 64.3 60.3 Pャ

除去率は加重平均値を使用
」唱匙ト

0 

E書道~ 
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表2 日本水域汚染調査（平成10年，建設省）
】

Cコ

(Phthalates (PAEs)) フタ）！，..酸工ステルプラスチック可塑剤

検出下限値以上を検出した地点数／調査地点数
Number of sites where concentration exceeded minimum 範囲

調査対象物質 detection value/total number of sites Range 
Substance inspected 

河川 海減 湖沼 地下水 全体 (μg/I) 
Rivers Sea areas Lakes Groundwater Total 

プタノレ酸ジエチノレ 3/100 。／5 0/8 5/130 
N. D～1.1 

Diethyl phthalate (3%) (12%) (0%) (0%) (4%) 

フタノレ酸 ジゾロピノレ 。／100 。／17 0/5 
（。citoi

。／130
ND  

Dipropyl phthalate (0%) (0%) (0%) (0%) 

ブタノレ酸ジ nブチノレ 9/100 fci§l) （。ci~ ） fci%) 
9/130 

N. D～2.3 
Di n butyl phthalate (9%) (7%) 

フタノレ酸ジベγチノレ 。／100 0/17 日／5 0/8 。／130
N.D 

Dipentyl phthalate (0%) (0%) (0%) (0%) (0%) 

フタノレ酸ジヘキシノレ 。／100
（。ci§l) （。ci~ ） （。ci%)

0/130 
N.D 

Dihexyl phthalate (0%) (0%) 

フタノレ酸 プチノレベンジノレ 。／100 0/ 17 ?ci~ ） （。ci%)
0/130 

N.D 
Butyl benzyl phthalate (0%) (0%) (0%) 

フ タノレ酸ジ 2エチノレヘキ ン／ノし 57/100 10/17 
c21ci%) cif%i 

71/ 130 
N D ～9.9 

Di (2 ethylhexyl) phtl叫 ate (57%) (59%) (55%) 

ブタノレ酸ジシクロヘキン／ノレ 。／100 。／17 。／5
（。ci%i

。／130
N.D 

Dicyclohexyl phthalatc （口%） (0%) (0%) (0%) 

アジピン酸ジ 2エチノレヘキ シル 1/ 100 日／17 。／5
cN%i 

3/130 
N. D～0.07 

Diethylhexyl adipate (1%) (0%) (0%) (2%) 



揮発性物質

検出下限値以上を検出した地点数／調査地点数
Number of sites where concentration exceeded minimum 範囲

調査対象物質 detection value/ total number of sites Range 
Substance inspected 

河川 海域 湖沼 地下水 全体 (μg/I) 
Rivers Sea are出 Lakes Groundwater Total 

nブチノレベンゼγ 0/100 0/17 （~~） ~citoi 0/130 
N.D 

n-Butylbenzene (0%) (0%) (0%) 

スチレ Lノモノマー 11I100 3/17 （~~） cNto) 20/130 
N D ～1.0 

Styrene monomer (11%) (18%) (15%) 

(VOC) 

開
講
国
訓
岨
州
法
、
寸

hm
い
＼
守

H
H
削
V

洪
踊
羽
海
δ
州四
品
片
～
げ
や

隊
司
醐
畑
抽
圃

天然ホルモン

検出下限値以上を検出した地点数／調査地点数
Number of sites where concentration exceeded minimum 範囲

調査対象物質 detection value/total number of sites Range 
Substance inspected 

河川 海域 湖沼 地下水 全 体 (μg/I) 
Rive目 Sea are出 L品目S Groundwater Total 

17β。エストラヂオーノレ 62/ 100 
c's0/iJ.) (a~?o) di to) 79/ 130 

N. D～O.D35 
17 estradiol (62%) (61%) 

(The fe皿 alehormone of human or animal origin) 

有機スズ

検出下限値以上を検出した地点数／調査地点数
Number of sites where concentration exceeded minimum 範囲

調査対象物質 detection value/total number of sites Range 
Substance inspected 

河川 海域 湖沼 地下水 全体 (μg/I) 
Rivers Sea訂 e出 Lakes Groundwater Total 

トリ プチノレスズ 0/100 Mf.i c~0.i （~~） 1/130 
N.D.～0.09 

Tributyltin (0%) (!%) 

トリフェニノレスズ 0/100 ?if.) c~0.l c~0oi 0/130 
N.D 

Tnphenyltin (0%) (0%) 

(Organic tin compounds) 



ト＂＇

(Alkylphenol fro皿 C4to C9) アルキルフェノール

検出下限値以上を検出した地点数／調査地点数
Number of sites where concentration exceeded minimum 範閤

調査対象物質 detect剛 lvalue/ total number of sites Range 
Substance inspected 

河川 海域 湖沼 地下水 全 体 (μg/I) 
Rivers Sea areas Lakes Groundwater Total 

4 tプチノレフェノ ノレ 30/ 100 
cifJZl cs~fo l cN%) 

45/ 130 N. D～0.72 
十「Butylphenol (30%) (35%) 

4・n－プチル ブェノール 0/100 frffl) frf ii>) （。6%) 0/130 N.D 
今一nButyl phenol (0%) (0%) 

4-nベンチルブェノー／レ 0/100 frffl) frf ii>) frf%) 
0/130 N.D 

今一nPentylphenol (0%) (0%) 

←nーへキシルブェノーノレ 0/100 
frff/) frf ii>) frf%) 

0/130 N.D 
4-n Hexylphenol (0%) (0%) 

4 nへ プチノレブェノーノレ 3/100 ?rffl) (4~fo) ?6%) 5/130 N.D.～0.06 4-n-Heptylphenol (3%) (4%) 

ノニルブェ／ ーノレ 73/100 liffl) <s~fol cif%l 
99/ 130 N. D～7.1 

Nonylphenol (73%) (76%) 

4 tオク チノレブェ／ ーノレ 58/ 100 Nffl) cs~fo l cN%) 
81/ 130 N D ～l.4 

＋十Octylphenol (58%) (62%) 

←nーオタチノレフ ェノーノレ 0/100 ?rffl) c°rf ii>) c°rf%) 
0/ 130 N.D ←n---Octylphenol (0%) (0%) 



(Aromatic co皿 pounds(other than voe)) 芳香族化合物

検出下限値以上を検出した地点数／調査地点数
Number of sites where concentration exceeded minimum 範囲

調査対象物質 detection value/total number of sites Range 
Substance inspected 

河 川 海域 湖 沼 地下水 全 体 (μg/I) 
Rivers Sea areas L計四S Groundwater Total 

ベンゾ（a）ピ レγ 0/100 
?ciili （~~） c~0i ?ci~3)0 N.D 

Benzo (a) pyrene (0%) 

ベンゾフェノン 12/100 
（。ci§li （~~） c~0i w~3)0 N. D～0.09 

Benzophenone (12%) 

←ニ トロト ノレエン 1/100 
(6%) （~~） c~0.i cY~3)0 N D ～0.09 

←Nitrotoluene (!%) 

オクタクロロレスチレン 。／100
?ciili c~0.i （。00.) ?ciJ/i0 N.D 

Octachlorostyrene (0%) 

スチレンの2量体 0/100 
?ciili c~0. i （。00.) （。cif/i° N.D 

Styrene dimer (0%) 

スチ レンの3量体 6/100 
Uili c~0.i （。00.) {/J/io N. D～0.30 

Styrene trimer (6%) 

(Bisphenol A and chlorinated phenols) ビスフェノーJI.-A （プラスチック原料）と塩素化フェノール

検出下限値以上を検出 した地点数／調査地点数
Number of sites where concentration exceeded minimum 範囲

調査対象物質 detection value/total number of sites Range 
Substance inspected 

河 川 海成 湖 沼 地下水 全体 (μg/ I) 
Rivers Sea areas L心叩S Groundwater Total 

ピスフ ェ／ ーノレ A 68/ 100 
cWPoi (s~fo l c2V?.i 

88/130 
N. D～0.94 

Bisphenol A (68%) (68%) 

2,4戸ジタロ ロフェノーノレ 14/100 
?ciili dci?oi c°ci%i 

15/130 
N. D～0.20 2，←Dichlorophenol (14%) (12%) 
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工化学物質の汚染に対して主として人間尿由来の17fJエストラヂオールは，多

くの地点で測定されている（56.3%）。

下水処理場の当然の役割として人間の尿尿を処理する事から， 17βエストラ

ヂオールが処理場に流入する。しかしながら，下水処理場の徴生物による分

解，吸着等の処理効率は，あまり高くない。全国の下水処理の人口普及率が約

50% (1997年）において，河川の汚染は，下水道を通過しない排水による場合

が， 依然、として重要である。一方， 将来下水道の普及が伸びることから，下水

処理場の処理性能の向上を考える必要がある。しかし化学物質を使用して汚

染の発生源となるものに対する対策も重要となる。環境ホルモンの汚染調査

で，今後ますます重要となるのは，魚類など生物に異常があるかどうかの調査

である。その結果によ っても化学物質の対策方向が異なる。

6. 水循環と河川・湖沼 ・沿岸域管理の視点から下水道の新しい役割

「開放型循環」利用を考えると終末下水処理場は， どのような役割を果たす

必要があるのか？ ダイオキシン類をはじめ，微量で強力な生態系撹乱物質が

生成し太平洋等地球環境を汚染している。放射性物質に対する厳しい管理と同

じく，ダイオキシン類を例とする難分解有害化学物質に対する管理が今後ます

ます重要となる。

終末処理場は，下水，雨水その他排水を収集する施設であると同時に，水で

運ばれる様々な化学物質の収集施設である。有害微量な汚染物質（ダイオキシ

ン， 化学薬品，医薬品を含む）は，下水汚泥に濃縮され回収しているが，既に

指摘したように活性汚泥に濃縮されないものは，処理水に流出している。今後

化学物質に対する環境基準が厳しくなれば，下水処理場で対応できる方策は，

1) 処理の高度化， 2) 発生源での取締の 2方面対策である。発生源対策は，

有害物質の使用禁止， 水系排出の禁止が主たる内容である。一方環境ホノレモン

のように人体から排出する自然、ホルモンも考える場合，環境リスク低減のため

処理の高度化を進めざるを得ないであろう。処理の高度化はそれだけ下水汚泥

量の増加につながる。 ダイオキシン類は，難しい問題を提起している。農薬製

造の不純物として自然界に排出されたり， 工業活動の燃焼，廃棄物焼却で発生

したり，パルプ漂白で生成したりすることに加えて，材木等の燃焼で産業革命

以前からすでに地球環境汚染をしている。ダイオキシン類は，遺伝子損傷性が
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ないが発癌性で，環境ホルモンとして，動物の肝臓代謝系を撹乱し正常なホル

モン生成障害や，ガソ細胞増殖系撹乱に働いていると推定されている。従って

発生源対策を行う一方，すでに環境中を移動している，既存のダイオキシン類

にも注意を働かせる必要がある。

このように見ると，下水汚泥の処理処分に新しい的確な視点を持つ必要がで

てくる。すなわち，下水汚泥は，難分解微量有害物質の収集物である。我々の

研究室では，汚泥中の有害物質を分析しているが，発癌性や環境ホルモ ンとな

るナフタレ人ビフェニール，ピレン，フタル酸エステル等多数の有害化学物

質が当然の如く分析されている（松井三郎， 1997年）。ダイオキシン類はじめ

有害な微量物質を， 下水汚泥から抽出回収して分解し再び環境中に放出拡散

して生態系を撹乱させないことが極めて重要になる。あるいは，下水汚泥の焼

却，溶融など熱分解は，これらの化学物質の最終的な破壊を行うことになり，

有効である。

下水道と下水処理場は，水循環の重要な社会基盤施設であり，有害物質や有

害微生物の水のリスク管理を行う機能を持った社会基盤施設でもある。そのた

めには，下水道で収集した有害物質や有害微生物を下水処理て、積極的に回収

し，分解，破壊する機能を強化する必要がある。このように水循環と有害物

質，有害微生物の収集と破壊を行う下水処理，下水汚泥処分の高度化は，終末

処理場にとって全く新しい機能を求めることになる。その場合処理場に，新し

い処理施設と維持管理コストを要求することになる。一般市民が現在理解して

しる公共下水道，流域下水道，農村集落排水処理等の社会基盤施設機能に対し

て，全く新しい機能像を提示し理解を得なければ，コスト負担増の理解が得ら

れない。このように検討してくると，現在普及が著しい合併浄化糟は，環境ホ

ルモ ンや服用医薬品， 0157型大腸菌，クリプトスポロジウム等有害微生物の

安全対策からみると不十分な処理で、終わっていることは明らかである。公共下

水道整備に対して批判的意見があるが，それに代わるものとしての合併浄化槽

は，あくまでも補完的，補助的施設であって河川，湖沼， 沿岸の水域水質改善

の根幹施設にはな り得ない。今後，処理レベルの高度化が求められればますま

すその問題が顕在化すると考えられる。
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7. 終わりに

地球の水循環の形態を見てくる と，産業革命にはじま った「化学物質文明」

の付けの lつを，下水道機能が支払わなければならない構造になっていること

は明らかである。現在の下水道技術は，便益追求で異常に発展してきた「化学

物質文明」と比較するとあまりにも，幼稚である。幼稚であるから流域下水道

や公共下水道を廃止してしまい， 代わって合併浄化槽で解決するとし、う単純な

発想、が，まだ根深く残っているが，今まで検討してきたようにこの考えはより

幼稚で危険である。水のリ スク管理の視点から，流域全体の中で果たす下水道

の社会基盤整備の役割を高め， 合併浄化槽の機能が果たせる限界を正しく 判断

することが重要である。むしろ農村部のトイレは，人ホルモンによる水質汚染

を防ぐため尿尿を分離処理して回収する方法が，見直されるべきである。

「開放型水循環」に対して，下水処理水を直接水道水として利用する方法は，

「閉鎖型水循環Jといえる。日本では，まだその事態に至っていないが，南ア

フリカのプレトリアでは，既に実施されている。また，アメリカのカリフォル

ニア州オレンジ郡のウォーターフ ァクトリ 21が，地下水に海水が浸入するこ と

を防ぐために下水高度処理水を地下水に注入しまた上流で、地下水を汲み上げ

て水道水源の一部に利用 している。これは「半閉鎖型水循環」である。今後日

本でも「閉鎖型水循環」に近い，下水処理水の水道利用が進むと考えられるが，

その場合， どれだけ経済的に，リスクを低減した造水技術が開発で‘きるか注目

される。化学物質を生活の利便性，医薬品，農薬類として合成使用している19

世紀， 20世紀の化学物質文明進行に大きな黄色信号が灯っている。欧米の巨大

化学企業は，黄色信号を理解し始めている。環境にやさしい化学物質づくりを

考え始めている。水質汚染の原因は，人聞が意図的に製造した化学物質と非意

図的に発生して しま う化学物質がある。 これらを的確に区別し対策を立てる必

要がある。

地球の生命体の仕組みがまだよくわかっていない状況で，環境汚染によって

生命体の営みに撹乱が生じている現在，環境に関する基礎的な研究のさらなる

進展と，解決策としての政治， 行政と対策可能性を提示する環境技術の進展が

相互に関係して発展するこ とが必要となっている。



松井 環境ホルニモンによる水質汚染の現状と今後の課題 17 

参考文献

1) Hidetaka Takigami, Tomonari Matsuda and Saburo Matsui“Detection of Estrogen-

like Activity in Sewage Treatment Process Waters" 環境衛生工学研究 Vol. 12, No. 

3, 1998年

2) 松井三郎，薮下尚智，新矢将尚，山田春美「食用油を用いた下水汚泥中に含まれ

る微量有害物質の抽出と除去に関する研究」下水道協会誌論文集 No.17, vol. 34, 

No. 413, 1997 

3) 松井三郎他， 人間活動がロ ーカルな水循環に与える影響一 「水・物質循環系の

変化j岩波講座地球環境学，1999

4) 松井三郎，滝上英孝← “InVitro法” 「環境ホルモンのモニタリング技術（森

田昌敏編）株式会社シーエムシー， 1999年

（京都大学大学院工学研究科附属環境質制御研究セ ンター教授 ・工学博士）

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

