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要約
香りの好みには個人差が大きく、全ての人が好む香水はありえない。香料には様々な種
類があり、その数は 4000 種類を越す。しかし、香料は喘息を誘発する物質から神経毒物
や発癌物質まで含んでいる。
化粧品は成分を容器などに記載することになっているが、香料の個々の成分は企業秘密
であると見なされ、表示されていない。また香水などには香料以外にフタル酸エステルの
ような添加物を含む。フタル酸エステルと健康との関係は今後の別報告で述べる。
ムスクは血液脳関門を容易に通り、脳内に高濃度で残留し、その代謝も遅い。そのため
高齢者の血中ムスク濃度は高い。これは高齢者がドライスキンのためにパーソナルケア製
品を多用するからだと言われる。血中濃度は香水やデオドラント、シャンプーの使用頻度
と関係するという。香料を添加した日用品があふれており、合成ムスクは母乳中からも検
出されている。
香料はアレルゲンとして働く。香料がアレルゲンとして大きくかかわることから、過敏
性を検査するパッチテスト用のアレルゲンシリーズが販売されている。アレルギーの接触
皮膚炎をパッチテストで調べたところ、欧州では人口の 1%が陽性であり、皮膚科患者の
調査で 10%が陽性であった。日本でも患者の陽性率はほぼ同程度の 9.2%であった。最近
はアロマテラピーの流行によると思われるラベンダーオイルへの陽性率が高くなってき
た。
児童の喘息罹患率は近年常に増加し続け、5%に達している。香料は喘息を誘発したり、
悪化させたりすることが知られているので、喘息患者は香料を避けるように勧められてい
る。
アレルギー体質でなくても香料にアレルギー様の反応がおきる場合が知られている。こ
の一因として、香料がアレルゲンとして作用する以外に、白血球に直接作用してヒスタミ
ン放出を亢進させるメカニズムがあると報告されている。
香料には内分泌かく乱作用を持つ物質がある。合成ムスクは女性ホルモンであるエスト
ロゲンやプロゲステロンの受容体に作用する。女性ホルモン系以外に男性ホルモン系に対
しても影響を及ぼすと報告されている。
香料には変異原性を持つものがある。合成ムスクが変異原性を持つと報告されている。
香料には合成物質以外に天然由来の物質もあるが、そのどちらでも発癌性が報告されて
いる。自然界に存在するクマリンは、マウスで肺癌や肝臓癌、胃の乳頭腫を起こす。ベン
ジルアルデヒドは胃癌を生じさせる。柑橘類に含まれているリモネンはラットで腎臓癌を
起こす。石鹸から香水、食料まで広く使われている合成香料アリルイソバレレートは、ラ
ットに白血病を、マウスにリンパ腫を発生させる。
生体には細胞内から異物を排出する能力があり、細胞に悪影響を与える物質を細胞内か
ら少なくする。この能力は農薬やムスクによって妨害を受けることが知られている。変異
原性や発癌性を持たないムスクが、他の物質の変異原性を強めたり、癌の発生を増加させ
たりすると知られている。
香料には環境中で容易に分解されない物質が存在する。合成ムスクは分解されにくく、
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一般的な下水処理場に入ったムスクの約 1/3 が未分解のまま放出される。放出されなかっ
たムスクは分解されたのではなく汚泥に吸着されたと考えられている。ムスクは河川水や
海水中でしばしば検出されている。また、幼稚園やアパートの空気中からも検出されてお
り、低レベルであるが感受性の高い未熟児や子ども、透析患者などへの影響が懸念されて
いる。
日本では香料が何種類入っていても香料と記載すればよいことになっている。EU では
健康への影響が強い一部の香料の記載が求められている。

提言
香料を良い感覚を生み出すと感じる人がいる反面、不快と感じる人もいる。香料は自分
や他人の鼻腔奥まで送り込んで役目を果たす化学物質である。香料は農薬などのように法
的に規制すべきであるが、実行ある法が内現状では、公共の場などでの香料使用は自粛す
べきである。

謝辞
本報告を作成するにあたって、資料収集や文章校閲等に協力して下さった各務原ワーク
ショップ会員各位に感謝します。
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はじめに
香料、特に香水は個人的な好みの差が大きく、全ての人が好む香水を作るという試みは
成功していない（朝日新聞 2010 年 4 月 6 日）。また健康を害するという声も聞く。
米イリノイ州のイリノイ大学公衆衛生学部のカーチス氏は環境保健展望に次の投稿をし
た（Curtis 2004）。
「香料の毒性
人工フレグランスとフレーバー製品の健康影響に関するいっそうの
研究が必要というバーブ・ウィルキー（2004)の重要な手紙を評価
する。4000 種より多い化学物質が人工香料に使われているが、ほ
とんどの製品で人間への毒性に関する検査が行われていない
（Ashford and Miller 1991)。低レベルから中レベルの人工香料へに
曝されることにより患者の多くで喘息が非常に悪化することを、い
くつかの研究は発見している (Kumar et al. 1995; Millqvist and
Lowhagen 1996; Shim and Williams 1986)。香料はムスクアンブレッ
トのような数種の神経毒化合物を長い間含んできた (Spencer et al.
1984)。空気中の中レベルの香料に曝されたマウスは重大な行動変
化を起こした (Anderson and Anderson 1998)。EHP が将来の雑誌で
香料の健康影響に関して研究を発表できることを願う。
著者には財政的な競合する利害関係がないと宣誓する。
リューク=カーチス
イリノイ大学公衆衛生学部
ウィルメット、イリノイ州」
カーチスの見解の通り、香料の毒物学的所見は皮膚疾患などの一部の分野でしか集積し
ておらず、また香料の成分自体も香水や洗剤などの着香製品のラベルに記載されていない。
この状況は消費者などの市民が製品を選ぶ場合に参考になる情報がほとんど与えられてい
ないことを意味している。
香料に関する安全性の問題を考察するためにこのメモを作成した。本報告では、香料の
健康影響、特に悪影響に焦点を合わせる。フレグランスとフレーバーの両方の成分は相当
重複しており、使用目的は異なるが科学的には区別しがたいので、ここでは両者を総称的
に香料と述べる。
２０２０年５月１８日
渡部
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化粧品の
化粧品の定義
化粧品
化粧品は薬事法で次のように定義されている。
薬事法第 2 条第 3 項
「人の身体を清潔にし，美化し、魅力を増し、容貌を
変え、または皮膚もしくは毛髪をすこやかに保つため

法令には香料成分
を直接規制する内
容が見あたらない

に、身体に塗布、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされ
ている物で、人体に対する作用が緩和なものをいう」
内容：シャンプー、石鹸、歯磨（皆本 2010）
医薬部外品
医薬部外品は日本特有の名称である（皆本 2010）。
薬事法第 2 条第 2 項
「この法律で「医薬部外品」とは、次に掲げる物であつて人体に対する作用が緩和
なものをいう。
1．次のイからハまでに掲げる目的のために使用される物（これらの使用目的の
ほかに、併せて前項第２号又は第３号に規定する目的のために使用される物
を除く。）であつて機械器具等でないもの
イ

吐きけその他の不快感又は口臭若しくは体臭の防止

ロ

あせも、ただれ等の防止

ハ

脱毛の防止、育毛又は除毛

2．人又は動物の保健のためにするねずみ、はえ、蚊、のみその他これらに類す
る生物の防除の目的のために使用される物（この使用目的のほかに、併せて
前項第２号又は第３号に規定する目的のために使用される物を除く。）であ
つて機械器具等でないもの
3．前項第２号又は第３号に規定する目的のために使用される物（前２号に掲げ
る物を除く。）のうち、厚生労働大臣が指定するもの」
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化粧品の
化粧品の成分表示
「薬事法第 61 条

化粧品は、その直接の容器又は直接の被包に、次に掲げる事項が

記載されていなければならない。ただし、厚生労働省令で別段の定めをしたときは、
この限りでない。
1．製造販売業者の氏名又は名称及び住所
2．名称
3．製造番号又は製造記号
4．厚生労働大臣の指定する成分を含有する化粧品にあつては、その成分の名称
5．厚生労働大臣の指定する化粧品にあつては、その使用の期限
6．第 42 条第２項の規定によりその基準が定められた化粧品にあつては、その基準
において直接の容器又は直接の被包に記載するように定められた事項
7．前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項」
化粧品による影響は軽いことが多く、病院に行かないことが多いために見過ごされるこ
とが多い。しかし、相当多数の人が化粧品による悪影響を受けているという報告がある。
イタリアのナポリで化粧品による悪影響をインタビューにより調査した研究がある（Di
Giovanni et al. 2006）。質問に回答したのは女性 2715 人と男性 812 人であった。女性の
26.5%は化粧品でトラブルがあたが、男性では 17.4%であった。その 95.9%が皮膚に起こ
ったトラブルであったが、全身への悪影響は 4.1%を占めた。皮膚反応で灼熱感（36.2%）
やかゆみ（32.9%）などが多かった。全身症状では頭痛（40.3%）は最も多く、吐き気（24.2%）
がそれに次いだ。悪影響が高い頻度なので、化粧品による影響は系統的に報告し、情報を
集め、評価する必要があると、Di Giovanni et al. 2006）述べている。
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香料の
香料の代謝・
代謝・体内分布・
体内分布・蓄積
脳障害治療にムスクが使われるという。南京中医薬
大学の陳らのグループはラットでムスコン（ムスクケ
トン）が血液脳関門を通過するかどうか調べた。ムス
コンは血液脳関門を通り、急速に最も高い濃度に達し、
高濃度で残留する。他の器官と比較して脳内ではゆっ
くりと代謝される（Chen et al. 2004）。

人体内で
人体内 で ムスクが
ムスク が 検出
されており、
されており 、 パーソナ
ルケア製品
ルケア 製品や
製品 や 石 けんな
どの着香製品使用
どの 着香製品使用との
着香製品使用 との
関連が
関連 が 指摘されている
指摘 されている

オーストリアの 50 才以上の女性で 11 種類の合成ムスクを測定し、若い女性の結果と比
較した。血漿中のガラクソライド（89%、最大 6900 ng/L)が最も多く、次いでムスクキシ
レン（62%、最大濃度 189ng/L)が検出された。ガラクソライド濃度は香水やデオドラント、
シャンプー使用頻度と有意に関連する。ムスクキシレン濃度は石けんや繊維柔軟剤使用と
相関していた。また高齢者でこれらの血漿中濃度が高くなることを示した（Hutter et aal.
2010）。これらの結果は高齢者の生活習慣や皮膚の老化、ドライスキンのためにパーソナ
ルケア製品を多用するためではないかと考えた。
Müller et al. (1996）はスイスからの人体脂肪中のムスクを測定し、288ng/g 脂肪までの
のムスクキシレンと 171

ng/g 脂肪までガラクソライドとを検出した。これら化合物の毒

性がほとんど分からないので心配であると述べている。
ニトロムスク生産減少に伴い多環式ムスク化合物生産が増加している。Hutter

et al.

(2009)はこれらのニトロムスク 5 種と多環式ムスク 6 種の血漿中濃度を調べた。最も検出
率が高かったのはガラクソライド（91%、中央値 420 ng/L）で、次いでムスクキシレン（79%、
中央値 11 ng/L）であった。若い年代で、ローションと香水使用は多環式ムスクの血中濃
度を予測した。1990 年代と比較してニトロムスク検出率は低かった。ニトロムスクの起
源は皮膚に使う化粧品であると思われる。
合成ムスクが母乳から検出されている（Lignelll et al. 2008,

Reiner et al. 2007）。

Lingnell et al. (2008)は初産女性の母乳中のニトロムスク 2 種類（ムスクキシレン、ムス
クケトン）および多環式ムスク 5 種（ガラクソライド, トナライド, セレストライド, トラ
セオライド、ガラクソライド）を分析した。最も高い中央濃度はトナライド（10.4 ng.g）
で、次いでムスクキシレン（9.5 mg/g）で見られた。妊娠中に香水を良く用いる婦人には
高い母乳中ガラクソライド濃度があり、高いトナライド濃度であった婦人は着香洗濯洗剤
を使っていた。このことは着香製品が母親と乳児の重要なムスク被ばく源であることを示
す。トナライドとムスクキシレン濃度は 1996 年から 2003 年に有意に減少しており、これ
らの物質を消費製品に使うことが少なくなったか、消費動向の変化があったことを示す
（Lignell et al. 2008）。
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Ueno et al. (2009)は日本のサンプルで母乳と脂肪組織中の多環式ムスクを分析した。母
乳中のガラクソライドやトナライド濃度は湿重量を基準として<50 から 440 ng/g と<50 to
190 ng/g であった。脂肪組織中のガラクソライドとトナライド濃度はそれぞれ<10 to 33
ng/g と <10 から 13 ng/g であった。この値は米国や欧州のレベルに匹敵する。
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健康影響
香料の環境中での挙動や毒性についてほとんど分かっていない（Luckenbach and Epel
2005）。 石けん中の色素や香料などが皮膚の刺激性を高めていることが知られている（末
廣 2009）。

アレルギー
化粧品中の
2010）
化粧品中のアレルゲン（皆本
アレルゲン
香料
染毛剤
防腐剤
抗酸化剤
油剤
保湿剤
界面活性剤
紫外線吸収剤
色素
樹脂類

化粧品による
化粧品による接触皮膚炎
による接触皮膚炎の
接触皮膚炎の分類
（皆本 2010）
アレルギー性接触皮膚炎
アレルギー性接触皮膚炎 allergic contact dermatitis；狭義
一次刺激性皮膚炎 irritant contact dermatitis：界面活性
剤の使い過ぎなどによる皮膚炎

香料がアレルゲ
ンとして作用す
ることが知られ
ている

光毒性皮膚炎：光毒性物質（ソラーレンなど）を含む香水などが接触した部位に日光が
光毒性皮膚炎
当たりひどい日焼け。ベルガモットオイルなどが原因。
光アレルギー性皮膚炎
アレルギー性皮膚炎（皆本
2010）
性皮膚炎
合成ムスクアンブレットで光接触性アレルギーが起こることが、モルモットとヒトで
報告されている（Peck and Homobuckle 2004）。 インドの研究でも光パッチ検査を行っ
た場合、ムスクアンブレットなどが頻度が多い感作物質であった（Kanchan et al. 2002）。
接触蕁麻疹 contact urticaria：免疫反応による蕁麻疹と即時型アレルギーによる蕁麻疹が
ある。即時型蕁麻疹によるアレルギーはアナフィラキシーショックを起こす可能性が
ある（皆本 2010）。
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接触性皮膚炎の
接触性皮膚炎のパッチテストと
パッチテストと試料
（皆本 2010）
試料
○使用中の化粧品→クローズドパッチテスト
クリーム

そのまま使用

シャンプーなど

1%

リンス

1-10%

香料が
香料 が アレルゲンとして
アレルゲン として作
として 作
用 することが多
することが 多 いため、
いため 、 検
査用の
査用 の フレグランスミック
ス （ 香料）
香料 ） ミックスが
ミックス が 市販
されている

○染毛剤･揮発性物質→オープンテスト･セミオープンテスト
○サンスクリーン剤・香水→光パッチテスト
＊即時型アレルギーを疑う場合→オープンテスト、クローズドパッチテスト、プリッ
クテスト
同時並行試験
日本接触皮膚炎学会標準アレルゲンシリーズ

20 種類のパッチテスト

（この中で化粧品関連アレルゲンは 8 種類）
その他化粧品シリーズ
例

化粧品シリーズ２６型

No. 26-2 fragrance mix No. 1

香料

8%

cinnamic alchol

香料

1%

cinnamic aldehyde

香料

1%

α-amylcinnamic aldehyde

香料

1%

eugenol

香料

1%

isoeugenol

香料

1%

hydroxycitronellal

香料

1%

geraniol SP

香料

1%

oakmoss absolute

香料

1%

fragrance mix No. 26-2

香料

5%

jasmin absolute

香料

1%

ylang-ylang oil

香料

1%

sandal wood oil

香料

1%

marucissus absolute ext

香料

1%

spearmint oil

香料

1%

No. 26-3 Balsam Peru

香料

25%

No. 26-4 methyl paraben

防腐剤

3%

No. 26-5 phenil-azo-naphthol (PAN)

色素（不純物）

0.05%

No. 26-6 wool alcohol

乳化剤
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No. 26-7 ricinoleic acid

基剤

No. 26-8 p-phenilendiamine (P.P-DE)

染毛剤

1%

No. 26-9 NiSO４

金属

2.5%

No. 26-10 K２ Cr２ O７

金属

0.5%

No. 26-11 benzyl salicylate

合成香料

5%

No. 26-12 oxybenzone

紫外線吸収剤

2%

No. 26-13 pyrogallol

植物染料

1%

No. 26-14 lanolin

基剤

No. 26-15 petrolatum

基剤

10%

そのまま

化粧品の
2010）
化粧品のアレルギー性接触皮膚炎頻度
アレルギー性接触皮膚炎頻度（皆本
性接触皮膚炎頻度
欧州

・・・・・・・・・・・・・

香料

1%（人口の）

化粧品

2-3%

欧州の皮膚科での調査（化粧品アレルギーが疑われパッチテストをした場合）

10%

日本
化粧品による皮膚障害：皮膚科外来を訪れた外来患者
1979-2004

1-2%

2004

1.48%

香料による
香料による皮膚障害
による皮膚障害
（皆本 2010）
香 水 が ア レ ル ギ ー 反 応 を 引 き起 こ す こ と が 以 前 か ら知 ら れ て い る （ Bjornberg

and

Hellgren 1975）。
強いアレルギー性接触皮膚炎を頻繁に起こす香料が 28 種類あげられている（皆本
2010）。香料ミックスの陽性率はパラフェニレンジアミンに次いで高く、化粧品アルルギ
ーが疑われた人の 9.2%で陽性であったという。
日本ではシンナムアルデヒド（＝桂皮アルデヒド）陽性者がフレグランスミックス陽性
者の中で 31.6%であった。
天然香料ではラベンダーオイルやイランイランオイル、ジャスミンアブソリュート、カ
ナンガオイル、白檀オイルなどは陽性率が高く、要注意である（皆本 2010）。
これらの香料は色素沈着型化粧品皮膚炎を起こす。合成香料ではサリチル酸ベンジルが
起こすことが知られている（皆本 2010）。
ペルーバルサムは成分が種々の香料と重複するので香料アレルギーのスクリーニングに
用いられ、日本の陽性率は 4.6%である（皆本 2010）。
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ゲラニオールなどでは非免疫性機序による接触蕁麻疹を起こす（皆本 2010）。
第1位

ラベンダーオイル

６．５７％

第2位

パラフェニレンジアミン（ヘアダイ、毛染めの色素成分）３．２１％

第3位

ラノリン

アルコール（羊毛からとった油）

第4位

バルサム

オブ

第5位

1，3 －ブチレングリコール（保湿剤）

２．８５％

ペルー（香料）

ラベンダーオイルの陽性率が高く、アロマテラピーの流行によるものではないかといわ
れている。
また EU の消費者用化粧品非食用製品科学委員会によると、次の香料が消費者のアレル
ゲンとして最も多く報告され、知られているという（独立行政法人環境再生保全機構
2010）。

Amyl cinnamal

Amylcinnamyl alcohol

Benzyl alcohol

Benzyl salicylate

Cinnamyl alcohol

Cinnamal

Citral

Coumarin

Eugenol

Geraniol

Hydroxycitronellal

Hydroxymethylpenty

Isoeugenol

cyclohexenecarboxaldehyde

石けん中の香料が皮膚への刺激性を高めていることが指摘されている（末廣 2009）。
アトピー性皮膚炎、喘息、アレルギー性鼻炎、接触皮膚炎の青年の罹患率ををデンマー
クのオーデン自治体の 1501 人の学生（12-16 才）で横断研究をした。アトピー性皮膚炎
は 21.3%（女子 25.7%、男子 17.5%）が経験していた。1 年間に発症したのは 6.7%、発症
中であったのは 6.7%であった。吸入アレルギーは 17.7%と推定された。手の湿疹は 9.2%、1
年間の罹患率は 7.3%、発症中は 3.2%であり、女子に有意に多かった。接触皮膚炎に罹患
中の人は 15.2%（女子 11.3 ％、男子 2.5%）であった。原因はニッケル（8.6%）と香料ミ
ックス（1.8%）が多かった（Mortz et al. 2001）。
香料は時には重症皮膚炎を招き、死亡に至る場合もある。
ネフローゼで長期コロチコステロイド治療をしている若い女性患者は、局部に使用した
香水に被ばく後、多形紅斑と中毒性上皮壊死を発症した。オーデコロンをスプレーした後
に胸部と腹部に皮膚炎を起こし、中毒性上皮壊死を伴う多形紅斑となり、最後に死亡した
例が Thompson and Wansker (1981)により報告されている。
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接触皮膚炎という言葉により、料に直接接触するという
イメージがあるが、空中の物質により刺激やアレルギーな
どによる接触皮膚炎を生じると報告されている
（Dooms-Goossens et al. 1986)。
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香料に直接接触し
なくとも、空気中
の香料によるアレ
ルギーも報告され
ている

香料の健康影響
渡 部 和 男 （ 2010）

喘息と
喘息と香料
近年、国民の喘息発生率が増加している（独立行政法人環境再生保全機構 2010）。その
傾向を下図に示す。
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また文部省調査でも喘息罹患率が増加していることが認められている。（前ページ図）
喘息患者は香料を避けるように勧められている。
「- アレルゲンを避ける気管支喘息という病気の発作を起こさないた
めには、まず第一にアレルゲンを避ける事です。
そのためには徹底的な室内、寝具、敷物、カ

喘息患者は
喘息患者は香料などを
香料などを避
などを避
けるように勧
けるように勧められてい
る。香料は
香料は喘息を
喘息を誘発し
誘発し
たり、
たり、悪化させたりする
悪化させたりする
ことがある

ーテン等の掃除洗濯、動物製品や余分なもの・
できるものは排除風通し、日光によく当てられるものは当て、ペットを避ける、空
調・暖房への考慮、清浄化など、着衣・寝衣への配慮、床、壁、天井などできる範
囲で、清浄化も必要になるかも知れません。急激な温度差を避け、乾燥を避けます。
換気を充分に行い、花の強い香りや香料などにも注意が必要です。」（大田 2009）
香水などは喘息を悪化させると言われている。臭いが喘息を悪化するかどうか、喘息治
療薬のメタプロテレノール投与などを試みながら、強制呼気量を測定して実施された研究
がある。臭気は喘息悪化を招く重大な原因であると報告されている（Schlueter et al. 1979）。
一部の香料などは自然のものなので安全であると考えら
れることが多い。しかし、天然のものでも影響を及ぼすと
いう報告がある。

天然の
天然 の 香料であって
香料 であって
も 喘息に
喘息 に 影響を
影響 を 及 ぼ
す

喘息や鼻炎の成人患者 680 人にアンケート用紙に記載し
た 46 種類の花や 10 種類の一般的な非特異的誘発因子について質問した。花やカバノキの
小枝が 79%患者で症状を誘発すると答え、喘息患者より鼻炎患者にやや多かった。影響
を及ぼすのが多いものはカバノキの小枝とヒナギク類で、次いでヒヤシンスやユリ、スズ
ランであった。非特異的な臭いも喘息患者 98%と鼻炎患者 67%に影響を及ぼす。タバコ
の煙と香水は最も厄介な原因であった（Eriksson et al. 1987）。
香料による喘息発作誘導のメカニズムはよく分からない。通常のアレルギーとは関係が
ない場合があるとする見解がある。
香料が一部の人の眼や気道に症状を起こすと知られている。香料によるこの症状はアト
ピーとの関連がなく、IgE が仲介するアレルギーとは異なると考えられている。２９
環境中にある香水に曝されることが呼吸器症状を起こしうると、喘息や香水接触アレル
ギー患者が良く報告する。このこととの関係を調べるため、患者の好塩基球からのヒスタ
ミン放出が健康な人より多いか否かを in

vivo で調べた研究がある。患者と対照の両方の

好塩基球は香水濃度に伴いヒスタミン放出を増加する。高濃度では喘息患者の好中球は健
康な人の好中球より多くのヒスタミンを放出することが分かった。このことは人の末梢血
の好塩基球からのヒスタミン放出を IgE に関係なく濃度に依存して増やすことが分かっ
た 。 香 水 に 対 す る 好 塩 基 球 の 反応 性 亢 進 が 香 水 に 影 響を 受 け る 患 者 に 見 ら れ てい る
（Elberling et al. 2007）。
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またアレルギーや気道閉塞がない患者でも香料の影響が調べられている。Milqvist and
Lowhagen (1995）は IgE が媒介するアレルギーがないか、あるいは気管支閉塞がない非特
異的刺激後に呼吸器症状を示す患者を調べた。この場合臭いを分からなくするために鼻を
塞いで香水により刺激をした。また活性炭入りマスクの予防効果を調べた。気道過敏性や
喘息が気管支閉塞なしに香水によって引き起こされることと、活性炭入りマスクに予防効
果がないことが分かった。この過敏性は嗅覚によって起こるのではなく、気道や眼を通じ
た三叉神経反射によって誘導されるだろうと、研究者は考えた（Milqvist and

Lowhagen

1995）。
ヘアスプレーによって気道機能亢進者では最大呼気量が減少することが報告されてい
る。香料と可塑剤の量が異なるヘアスプレー製品によっても差が見られ、特に香料の影響
が大きいと考えられた（Schlueter et al. 1979）。
香水を染みこませたしおり（栞）からの香水吸入が喘息を悪化させるかどうか調べた研
究がある。この香水は喘息患者で対照と比較して努力呼吸の 1 秒量 (FEV1)の減少を起こ
し、香水に曝した後に喘息患者の 20.7%で息苦しさや喘鳴が起こった。重症患者ほど香水
被ばくで喘息が悪化しやすかった（Kumar et al. 1995)。
職業により喘息が悪化することが知られている。最近の研究をまとめた米国 CDC 研究
者の報告によると、物理的因子やストレスなどと並んで香水などの臭気も喘息悪化の誘因
としてあげられている（Herneberger 2007）。この一例として、ネコのトイレ用の砂に添加
した香料が原因となった事例も報告されている（Jensen and Petersen 1991）。
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内分泌かく
内分泌かく乱作用
かく乱作用
ムスクの一部は内分泌かく乱物質であることが知ら
れている。
多環式ムスク (トナライド、ガラクソライド、アセ
チルエチルテトラメチルテトラリン、ファントライド)

香料に
香料 に 内分泌かく
内分泌 かく乱作
かく 乱作
用 がある。
がある 。 一部の
一部 の ムス
ク は 産婦人科に
産婦人科 に 関 する
障害を
障害 を 起 こす可能性
こす 可能性が
可能性 が
指摘されている
指摘されている

はエストロゲン受容体βやアンドロゲン受容体、プロ
ゲステロン受容体のアンタゴニストである。ファントライドとトナライドの抗プロゲステ
ロン作用は 0.01 μ M の低濃度で見られるという（Schreurs et al.2005）。
多環式ムスクであるガラクソライドやトナライド、ADBA、AMHI、DAMI、トラセオ
ライドと人間のエストロゲン受容体α、人間のアンドロゲン受容体、人間の甲状腺ホルモ
ン受容体との相互作用を調べた。全ての多環式ムスクが人間エストロゲン受容体αに作用
することが分かった。ガラクソライドやトナライド、トラセオライド、セレストライド、
ファントライドは人間のアンドロゲン受容体に量依存性の拮抗作用を示した。人間のアン
ドロゲン受容体や人間の甲状腺ホルモン受容体βに作用しない（Mori et al. 2007）。
ニトロムスクが生殖毒や内分泌かく乱物質として人間で作用している可能性が指摘され
ている。
ドイツのハイデルベルクの大学病院の産婦人科に産婦人科疾患のために相談に訪れた
152 人で合成ムスクの血液検査をした。特にムスクキシレンとムスクケトンが多く検出さ
れた。血中ムスクキシレン濃度とホルモンに関する血液および臨床パラメーターに有意な
関係が認められた。ムスクキシレンやムスクケトンは視床下部－卵巣軸の攪乱物質として
働いている可能性がある。このことはニトロムスクが生殖毒や内分泌かく乱物質として女
性に作用していることを除外できない（Eisenhardt et al. 2001）。
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神経毒性
合成ニトロムスク化合物であるムスクアンブレットは、
ラットで経口投与や経皮投与で後肢の脱力を起こす。病理
学的には中枢神経と末梢神経の脱随と軸索との変性が生じ

香料の神経毒性も
しばらく前から知
られるようになっ

た（Spencer et al. 1984）。
Anderson and Anderson (1998）は 5 種類のオーデコロン製品が急性毒作用を及ぼすか否
かをマウスで調べた。オーデコロンは感覚刺激や肺刺激、呼気速度減少、神経毒性を示し
た。神経毒性は香料製品に繰り返して曝した時にいっそう強かった。これらのコロンを調
べたところ、刺激性や神経毒性が既に証明されている物質が存在していた。
老齢男性死亡の相当多くに、骨盤内臓やその自律神経による調節が関与する。環境から
の刺激が骨盤内臓の構造と機能を障害する。シトラールはレモングラスや柑橘類、ペパー
ミントなどに含まれている物質で、香料としても利用される。シトラールは前立腺肥大を
起こすことがラットで知られている。
Golomb et al. (2001)はシトラール局所投与の骨盤神経節への影響を雄の若い成熟ラット
と老齢ラットとで調べた。投与しない老齢雄ラットで空胞がある骨盤神経節細胞が見られ
たが、若い成熟雄ラットでは見られない。シトラールは老齢ラットで空胞がある神経細胞
の割合を（3%から 14%に）有意に増加させたが、若いラットではわずかであった（0%か
ら 0.5-9.3%）。下頸神経節や腹腔神経節では似たような病変は見られなかった。これらの
ことはシトラールはが骨盤神経節で加齢による神経空胞変性の進行を加速し、高齢者で骨
盤内臓の機能不全の一因となるかもしれない。
アセチルエチルテトラメチルテトラリン（アセチルエチルテトラメチルテトラリン）は
香水や化粧品、石けんにムスクとしてよく添加される（Look Chem 2010）。
Spencer et al. (1979)はアセチルエチルテトラリンの神経毒性を調べた。繰り返し被ばく
は過刺激性と四肢脱力をラットで生じる。脳や脊髄、末梢神経は変色したブルーとなり、
進行性セロイド神経変性を示し、顕著な髄鞘変性を示す。この神経毒性はアセチルエチル
テトラメチルテトラリンを消費製品からアセチルエチルテトラメチルテトラリンを引き上
げる生産者決定の根拠となりうると、Spencer et al. (1979)は考えた。この毒性は被ばくが
長引くと強く表れる。
室内の
室内の 良い香 りが作業能率
りが作業能率を
作業能率を 高めたり、
めたり、気持ちを
気持 ちを豊
ちを豊 かにさせると信
かにさせると信 じられている（
じられている（例え
ば読売新聞 2010 年 4 月 13 日）。これらの影響
これらの影響は
影響は好ましいとされ、
ましいとされ、ショッピングセンターな
ショッピングセンターな
どで空気
どで空気に
りをつけることにより客の購買意欲をかき
購買意欲をかき立
てようとしている。
空気に香りをつけることにより客
をかき立てようとしている。
しかし、
しかし、作業能率を
作業能率を高めようとしてエアフレシュナー
めようとしてエアフレシュナーを
エアフレシュナーを用いることが有効
いることが有効かどうか
有効かどうか調
かどうか調べた
研究がある
研究がある。
がある。被験者に
被験者に単語を
単語を思い出させるなどの検査
させるなどの検査を
検査を行ったが、
ったが、香料の
香料の効果は
効果は認められず、
められず、
逆に試験の
)。
試験の一部では
一部では能率
では能率が
能率が低下したことも
低下したことも報告
したことも報告されている
報告されている（
されている（Gaygen and Hedge 2009)
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偏頭痛
香水や臭いが偏頭痛を誘発するという報告がある。Kelman (2004) 偏頭痛患者 727 人で
臭いや味覚との関係を調べた。この中で香水や臭いが急性偏頭痛を誘発すると報告したの
は患者の約半数であった。この現象は男性より女性で多く認められた。米国で偏頭痛の誘
発因子を調べた Kelman(2007)のその後の研究によると、偏頭痛はストレス（79.7%）や女
性のホルモン変化（65.1%）、食事を摂らないこと（57.3%）、天候（53.2%）、うまく眠れ
ないこと（49.8%）に次いで、香水や臭い（43.7%）に誘発されるという。これらは首の
痛みや光、アルコール、喫煙、夜更かしなどよりも多く偏頭痛を誘発する。
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変異原性
多くの香料がサルモネラ菌で変異原性を示すと報告さ
れている（Sivaswamy et al. 1991）。特に合成ムスクには
変異原性を持つものがある。

香料 自 体 が 変異 原 性
を持つ場合があるが
場合があるが、
があるが、
他 の 物 質 の 変異 原 性
を 高 め るこ とも あ る

Nair et al. (1986)はムスクアンブレットが代謝活性化を
した場合サルモネラ菌 TA100 で変異原性を示すことを報告した（Nair et al. 1986）。
一般に合成化学物質は危険で天然に由来する化学物質は安全であるという誤解がある。
しかし天然物にも変異原性がある。サルモネラ菌で 9 種のモノテルペノイドの変異原性を
調べた研究がある。ローズマリーや月桂樹、マジョラムの香気成分の一つであるテルペネ
オールは変異原性を示したと報告されている（Gomes-Carmero et al. 1998）。
ムスク化合物は生体外異物を排出するトランスポーターを阻害する性質がある。そのた
め、細胞内のメカニズムに影響を与え、毒性を発揮する可能性がある。
ベンツピレンの発癌性に及ぼすムスクケトンの影響を人間由来の肝細胞培養細胞を用い
小核試験で調べた研究がある。ムスクケトン単独では影響を及ぼさないが、ムスクケトン
で 28 時間全処理し、その後ベンツピレンを作用させた場合、ベンツピレンの影響を強化
することが分かった。これはベンツピレンを活性化するのに重要な酵素 P450 を誘導する
ためと思われる（Mersch-Sundermann et al. 2001）。
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発癌性
香料の発癌性は系統的に調べられていない。しかし
香料として使われている合成化合物の発癌性が確認さ
れている。さらに一般に安全と信じられている天然物
であっても発癌性があると報告されている。
アリルケトンであるベンゾフェノンは光重合開始剤

香料の発癌性は良く検
討されていない。
されていない。
一部の香料に発癌性
があり、また一部は他
の化学物質の発癌性を
高める

や香料として用いられる。米国立環境衛生科学研究所
NIEHS の研究者らは、ラットとマウスでベンゾフェノンの発癌性を調べた。雄ラットで
尿細管腺腫の発生と投与量とに正のトレンドが見られた。この尿細管腺腫発生は尿細管過
形成の増加を伴っていた。また雌雄のラットで単核球白血病も発生した。マウスでは雌雄
で肝細胞腺腫の有意な増加が見られた。嗅上皮の異形性も有意な増加がマウスで見られた。
まれな組織球肉腫も雌ラットで見られた（Rhodes et al. 2007）。以上の結果から、ベンゾ
フェノンに発癌性があると結論した。同じ結果が米国毒物計画 NTP からも報告されてい
る（National Toxicology Program 2000）。
クマリンは天然に存在する重要な化合物の基本的構造である。数千種のクマリン化合物
が記載されている。クマリンと 3,4-ジヒドロキシクマリンが香水や化粧品、その他の製品
に使われ、食品フレーバーとしても使われているので、これらの物質の試験が FDA など
から指定された（National Toxicology Program 1993）。
2 年間経口投与研究で雄ラットに尿細管腺腫が増加した。雌ラットでは増加はわずかで
あり、発癌性はあいまいであった。雌マウスで肺胞・細気管支の腺腫と癌や、肝細胞腺腫
があり、クマリンの発癌性は明らかであった。雌雄マウスでクマリン投与に関係すると思
われる前胃の扁平細胞乳頭腫がわずかに増加した（National Toxicology Program 1993）。
雄ラット 2 年間経口投与試験で 3,4-ジヒドロクマリンの発癌性に関する一部の証拠があ
った。それは尿細管腺腫発生増加と過形成による。また雄ラットで移行上皮細胞癌も生じ
た。雌ラットでは発癌性の証拠はなかった。雄マウスでは発癌性の証拠はなかった。雌マ
ウスでは肝細胞腺腫および、肝細胞腺腫と癌との合計で発癌性の証拠があった（National
Toxicology Program 1993b）。
ベンジルアルデヒドは食品や飲料、医薬品、香水、石鹸、色素製造に使われる。2 年間
経口投与試験でラットの雌雄で発癌性の証拠はなかった。雌雄のマウス試験で、前胃の扁
平細胞乳頭腫と過形成性増加による発癌性の証拠が一部あった（National Toxicology
Program 1990）。
d-リモネンは柑橘類の果皮に含まれ、その香りを構成する物質である。d-リモネンは雄
ラットに腎臓の尿細管過形成や腺腫、腺癌発生率増加を起こし、明瞭な発癌性を示す。雌
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ラットや雌雄のマウスでは発癌性の証拠はなかった（National Toxicology Program 1990b）。
アリルイソバレレートは合成香料で 1950 年代から次の物に使われている：石鹸、洗剤、
クリーム、香水、非アルコール飲料、アイスクリーム、ゼラチンなど。
アリルイソバレレートはラットやマウスで発癌性を示し、造血器の新生物（雄ラットで
単核細胞白血病、マウスでリンパ腫）を発生させた（National Toxicology Program 1983）。
ムスクケトンは化粧品に用いられているムスク臭がある典型的な合成化合物である。ム
スクケトンは広く使われ、水中や堆積物、魚などの中に見られ、人間の脂肪組織と母乳中
とに存在する。
Apostolidis et al. （2002）は発癌物質の形質転換活性検出のために宿主媒介アッセイ系
を開発した。この系を用いてニトロムスク類、ムスクキシレンとムスクチベンテンの発癌
性をマウスで調べた。この結果、両方の化合物に発癌性があることが分かった。しかし両
者とも変異原性がなく、発癌メカニズムには遺伝毒性以外のメカニズムを考える必要があ
る（Apostolidis et al. 2002）。
これらのムスク化合物の特性に関する研究がある。ムスクキシレンが肝臓の多数の薬物
代謝酵素を誘導する事が知られている。岩田ら（1993）はムスクキシレンのがマウス肝グ
ルタチオン S-トランスフェラーゼ誘導特性を調べ、マウスの系統や性、および種による
差があるとを報告している。ムスクキシレンの影響にはかなりの個体差がありうることを
考慮する必要がある。
ムスク類は共遺伝毒性物質であることが知られ、ムスクケトン被ばくは人間が発癌物質
による害を受けやすくする（Schmeiser et al. 2001）。このことは生体異物を排出する能力
阻害に関連する可能性がある。このことに関しては次章を参照して下さい。
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生体異物を
生体異物を排出する
排出する能力阻害
する能力阻害
生体には細胞内から体外異物を排出する能力が
ある。この機能を阻害すると生体異物が細胞内に
蓄積し、有毒な影響を強める。この作用は抗がん
剤に耐性を示す癌細胞の仕組みを解明する試みか

合成ムスク
合成ムスクは
細胞が外 か
ムスクは細胞が
ら入 った異物
った異物を
異物を排出する
排出するメ
する メ
カニズムを
カニズムを 妨害し
妨害し 、細胞内
の毒物濃度を
毒物濃度を高める

ら明らかになった。
一部の農薬や合成ムスクは体外の異物を排出する能力の阻害作用が極度に強く、環境中
の濃度で阻害することが知られている（Smital et al. 2004）。なおこれらの研究はこの影響
に敏感に反応するイガイの鰓を用いて行われた。
ニトロムスク化合物ムスクケトンとムスクキシレン、多環式ムスク化合物ガラキキソラ
イドとセレストライド、テトラライド、トランセオリドと多種外来物耐性トランスポータ
ーとの関連をカリフォルニアイガイで調べた。試験したムスクは輸送活性の阻害を低濃度
で示した。この阻害程度は quinidine

とほぼ同じで、 verapamil より約 100 倍高い。この

阻害は水生生物細胞内に有毒な多種外来異物抵抗性基質の蓄積を招く（Smital et al. 2004,
Luckenbach et al. 2006）。
この現象は植物でも認められる。低濃度のトナライドはコムギが土壌中カドミウムの取り
込みを招く。その他コムギにクロロフィル合成阻害などの影響を及ぼす（Chen et al. 2010）。
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香料の
香料の残留・
残留・汚染
合成ムスクは幅広いパーソナルケア製品や家
庭用製品に添加されている。合成ムスクは分解
されにくく、処理された排水中に存在する。
ドイツの一般的な下水処理場では、入ってく
る合成ムスクであるガラクソライドや トナラ

合成ムスク
合成ムスクは
分解されにく
ムスク は 分解されにく
く 、 下水処理場からの
下水処理場 からの排水
からの 排水や
排水 や
河川や
河川 や 湖沼、
湖沼 、 海 、 空気から
空気 から検
から 検
出 され、
され 、 生物濃縮が
生物濃縮 が 起 こり、
こり 、
感受性が
感受性 が 強 い 未熟児や
未熟児 や 幼児、
幼児 、
病人への
病人への影響
懸念される
への影響が
影響が懸念される

イドの約 35%が変化せずに工場から排水中に排
出されるという。また、両物質はが水中から減少するのは、分解によるも汚泥に吸着され
ることによると報告されている（Bester 2004）。
また米国でもムスクが測定されており、前述の結果と類似した報告がある。
北米で多環ムスク (トナライド、ガラクソライド、 トラセオライド、セレストライド、
ファントライド、DPMI) とニトロムスク (ムスクキシレン、ムスクケトン)を測定した研
究がある。ミシガン湖の空気と水などを調べた。DPMI 以外の全てが検出され、ガラクソ
ライドとトナライドは最も高い濃度で検出された。水中のムスク類の発生源は排水処理施
設であった。ムスクが消失するメカニズムは蒸発と流出であった（Peck et al. 2004）。
米国環境保護庁の研究者は自治体の廃水処理施設からの排水や河川などの水及びコイで
合成ムスクを分析した。この結果は多環ムスク及びニトロムスクが下水や、湖水、コイな
どに存在することを示した（Osemwengie and Gerstenberger 2004, Luckenbach et al. 2005）。
これらはムスクケトンやムスクキシレン、ガラクソライド、セレストライド、テトラライ
ド、トランセオライドなどであった（Osemwengie and. Gerstenberger 2004）。
韓国の河川で内分泌かく乱物質や医薬品、パーソナルケア製品を調べた。ムスクケトン
なども高頻度に検出されている（Yoon et al. 2009）。
欧州の北海から 0.3-3 ng/L のガラクソライドやトナライド、ムスクケトン、ムスクキシ
レンなどの合成ムスクが検出されている（Andersen et al. 2007）。
Nakata

(2005)は日本沿岸のサメや海棲ほ乳類で多環式ムスクを分析した。この結果サ

メや海棲ほ乳類はムスクを濃縮しており、環境中で分解され難いと考えた。
Fromme et al. (2004）はベルリンのアパートや幼稚園で 2000 年と 2001 年に空気中のフ
タル酸とムスク香料の調査をした。ムスク化合物がアパートや幼稚園で検出された。最も
高濃度に検出されたのはフタル酸ジブチルであった。許容量と比較すると少ないが、感受
性の強い集団である未熟児や子ども、透析患者などでは、これ以外の経路、例えば使用す
る塩化ビニルチューブなどからのフタル酸の取り込みも考える必要がある。
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香料の
香料の規制
「香料は日本では一般の化粧品成分として扱われず、
何種類入っていても香料としか記載する必要がない。ヨ
ーロッパでは、抗原性の強いとされる 26 種の香料が成分

香料 の 個 々 の 成 分 は
含 ま れ てい ても 表 示
する必要
する必要がない
必要がない

として記載が必要である」（皆本 2010）。
日本のみでなく世界的に香料製品の規制はゆるく、香料自体および製品を作るために使
用するフタル酸や防腐剤などの添加物による人体や環境への影響が懸念されている。

提言
香料は自分や他人に良いムードを作り出したり、食品を美味しくするような効果がある。
また、集中力を増したり、食品購入を促したりする効果もある。これらの効果に関しては、
香料生産企業やそれを取り巻く人たちによって広く情報が提供されている。
この反面、香料の負の側面はほとんど宣伝や啓蒙がされていない。香料には健康への悪
影響がありうる。香料には心地よく感じるのと逆の作用もあり、香料による不快感を訴え
る人たちもいる。
香料は自分自身以外に他人の鼻腔奥まで送り込むことによって、役目を果たす化学物質
である。場合によっては他者の権利を侵害することもあります。例えば、私が寿司を食べ
ていた席近くに強い香料臭を漂わせた方が着席した時、寿司が美味しく感じれなくなった
ことがあります。
香料は例え安全な化学物質のみが使用されていたとしても、臭いを好ましいと感じる人
々の場でのみ使用すべき化学物質です。使用を法的に直ちに規制されなくとも、公共の場
などで使用するのは自粛すべきである。
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