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第一部 化審法リスク評価スキームに係る手法の検証 

 

1 調査概要 

 

1.1 調査目的 

 

改正化学物質審査規制法（化審法）では、これまで規制対象であった「難分解性物質」に加

え、新たに「良分解性物質」も対象になった。さらに優先評価化学物質の評価に向け、スクリ

ーニング評価、リスク評価（一次）、リスク評価（二次）の三段階からなる新たなリスク評価

スキームが提案された。この評価スキームのリスク評価（一次）の段階では、評価対象となる

化学物質が化学物質把握管理促進法（化管法）対象の物質であれば、PRTR 排出データを用い

て、リスク評価を実施することになっている。しかしながら、化審法と化管法での規制対象と

なる化学物質の定義の範囲の違いや、PRTR排出データがすべての排出源を網羅できていない、

PRTRの排出量情報には化審法の対象範囲に含まれない排出源が含まれているなどの課題があ

るため、化審法と化管法との互いの情報を比較し、補完しあうことが重要であると考えられる。 

そこで、化審法の第二及び三種監視化学物質と化管法第一種指定物質の関連性について、用

途情報に関する PRTR 情報と化審法情報の包含関係を調査し、PRTR 物質に化審法の適用除外

用途が含まれるかどうかの観点で用途情報を整理した。 

 

1.2 調査方法 

 

1.2.1 調査対象物質 

 

 経済産業省より提供された化審法の第二及び三種監視化学物質と化管法の第一種指定物質

の関連表に記載された 148 物質（化管法物質名称）を調査対象物質とした。 

 

化審法
第二種監視物質
第三種監視物質

化管法
旧 第一種指定物質
新 第一種指定物質

調査対象
148物質（化管法物質名称）

化審法
第二種監視物質
第三種監視物質

化管法
旧 第一種指定物質
新 第一種指定物質

調査対象
148物質（化管法物質名称）
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1.2.2 方法 

 

 用途情報の収集に当たり、以下に示す公開情報を用いて調査した。なお、情報源の用途情報

のうち、「原料」や「中間体」など不明確な用途情報は除いて収集した。 

 

 情報源 発行元 

 化学物質総合情報提供システム（CHRIP）1 独立行政法人  

製品評価技術基盤機構 

 NITE 初期リスク評価書 

 SRI 

（Stanford Research Institute CHEMICAL ECONOMICS 

HANDBOOK） 

 化学工業日報社 

（新化学インデックス 2008 年版、15107 の化学商品）

 NITE 調査 

（国の公開情報、工業団体及び企業の WEB サイト、ハ

ンドブック等を NITE が独自調査） 

 NITE初期リスク評価書2 独立行政法人  

製品評価技術基盤機構 

 産総研詳細リスク評価書 丸善株式会社 

 平成 19 年度ＰＲＴＲデータの概要3 

― 化学物質の排出量・移動量の集計結果― 

（経済産業省、環境省） 

経済産業省・環境省 

 平成 20 年度ＰＲＴＲデータの概要4 

― 化学物質の排出量・移動量の集計結果― 

（経済産業省、環境省） 

経済産業省・環境省 

 農薬便覧 第 10 版 農文協 

 登録・失効農薬情報（2010 年 02 月 01 日現在)5 

 

農林水産消費安全技術セ

ンター 

                                                        
1 http://www.safe.nite.go.jp/japan/sougou/view/SystemTop_jp.faces 
2 http://www.safe.nite.go.jp/risk/riskhykdl01.html 
3 http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/prtr/h19kohyo/gaiyou.htm 
4 http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/prtr/h20kohyo/gaiyou.htm 
5 http://www.acis.famic.go.jp/toroku/index.htm 
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2 調査結果 

 

2.1 用途情報の収集結果 

  

調査対象物質に関する各情報源の用途情報のヒット数は以下であった。 

 

情報源 ヒット件数 

化学物質総合情報提供システム（CHRIP） 147/148 

NITE 初期リスク評価書 57/148 

SRI 

（Stanford Research Institute CHEMICAL ECONOMICS 

HANDBOOK） 

14/148 

化学工業日報社 

（新化学インデックス 2008 年版、15107 の化学商品）

134/148 

NITE 調査 

（国の公開情報、工業団体及び企業の WEB サイト、ハ

ンドブック等を NITE が独自調査） 

16/148 

NITE 初期リスク評価書 59/148 

産総研詳細リスク評価書 8/148 

平成 19 年度 PRTR データの概要 

― 化学物質の排出量・移動量の集計結果― 

（経済産業省、環境省） 

116/148 

平成 20 年度 PRTR データの概要 

― 化学物質の排出量・移動量の集計結果― 

（経済産業省、環境省） 

116/148 

農薬便覧 第 10 版 31/148 

登録・失効農薬情報（2010 年 02 月 01 日現在) 36/148 

 

すべての情報源からの用途情報をまとめた結果、今回の調査対象となった148物質中、147

物質の用途情報を収集できた。また、今回の調査対象とした情報源で用途情報を入手すること

ができなかった「１，２－ビス（２－クロロフェニル）ヒドラジン」について、「PRTR排出量

等算出マニュアル  第4版  （平成21年4月  作成）」6の「染料原料」の情報を引用した（収集し

た用途情報は別表を参照）。 

                                                        
6 http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/prtr/PRTRmunyuaru.html 
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2.2 化審法適用除外用途の抽出 

 

 化審法は、難分解性であって、人の健康又は動植物の生息・生育に支障を及ぼすおそれがあ

る化学物質による環境の汚染を防止することを目的として、事前審査により規制を行っている。

ただし、試験研究のためにのみの製造又は輸入、試薬としての製造又は輸入、食品衛生法、農

薬取締法、肥料安全法、薬事法等の他の法規制対象となる用途は、化審法の適用除外となって

いる7。 

 

本調査では「化学物質の製造・輸入量に関する実態調査（平成 19 年度）」8の用途コード等

説明資料に挙げられている用途例を参考にして、収集した調査対象物質の全用途情報から化審

法適用外となる用途を抽出した。 

 

化審法適用外用途の例 

試験研究のためにのみ製造又は輸入されたもの   

試薬として製造又は輸入されたもの  試薬 

食品衛生法に規定する食品など  食品、添加物、容器包装、おもち

ゃ、洗浄剤、食品の酸化防止剤 

農薬取締法に規定する農薬  農薬 

肥料取締法に規定する普通肥料  普通肥料 

飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法

律に規定する飼料及び飼料添加物 

 飼料、飼料添加物 

薬事法に規定する医薬品など  医薬品、医薬部外品、化粧品、医

療器具、医薬品用重金属解毒剤、

化粧品添加物 

 

なお、適用外用途を含んでいた物質について、化審法以外の法律で規制されていることを化

学物質名称あるいは別名で確認することが可能であった以下の用途についてはその確認を行

った。 

 

1) 農薬取締法による農薬用途： 独立行政法人 農林水産消費安全技術センターのホーム

ページ上で登録有効成分及び失効成分名にて確認した。 

2) 食品衛生法による食品添加物用途： 厚生労働省行政情報 「添加物使用基準リスト」、

「指定添加物リスト（規則別表第１）」にて確認した9。 

                                                        
7 http://www.meti.go.jp/committee/materials/downloadfiles/g80219a04j.pdf 
8 http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/jittaichosa19.html 
9 http://www.ffcr.or.jp/zaidan/MHWinfo.nsf/0/a7a4d029abcade6649256f780007a85e?OpenDocument 
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3) 薬事法による医薬品用途： 医療用・一般用医薬品集（2009 年版）にて確認した。 

 

その結果、148 物質中 60 物質に化審法の適用対象外となる用途が含まれ、その主な用途は

農薬用途が多数を占めていた。 

 

  9



3 用途情報の収集及び化審法適用外用途の抽出における問題点 

 

 用途情報の収集及び化審法適用外用途の抽出作業を行う上でいくつかのあった問題点を以

下に示す。 

 

1) 収集した用途情報の内容が不明瞭で分類困難である用途 

整理番号 物質名 

1 クロロホルム（アニリンの検出） 

5 １，４－ジオキサン（その他溶剤 (化粧品，医薬品，除草剤，殺虫剤，脱

臭くん蒸剤）) 

116 カドミウム及びその化合物（陶磁器着色剤） 

 

クロロホルム（アニリンの検出）、カドミウム及びその化合物（陶磁器着色剤）は、入手

した用途情報ではどの法律に該当する用途か判断することができなかったため、化審法適用

分類困難とした。 

 また１，４－ジオキサンはその他溶剤との情報であったが、合成溶剤であるのか、製剤の

溶解溶剤であるのか、明確な情報が入手できなかったため、分類困難とした。 

 

2) 化審法適用用途あるいは適用外用途の判断が難しい用途 

整理番号 物質名 

2 １，２－ジクロロエタン（くん蒸剤・殺虫剤） 

6 １，２－ジクロロプロパン（くん蒸剤） 

15 Ｎ－イソプロピルアミノホスホン酸Ｏ－エチル－Ｏ－（３－メチル－４

－メチルチオフェニル（別名フェナミホス）（殺虫剤） 

44 りん酸ジメチル＝２，２－ジクロロビニル（別名ジクロルボス又はＤＤ

ＶＰ）（殺虫剤，殺虫殺菌剤，家庭用殺虫剤，防疫用殺虫剤） 

83 Ｎ－メチルカルバミン酸２，３－ジヒドロ－２，２－ジメチル－７－ベ

ンゾ［ｂ］フラニル（別名カルボフラン）（殺虫剤） 

91 ２，４－ジニトロフェノール（防腐剤） 

110 メチル＝イソチオシアネート（殺菌剤） 

 

例えば、用途情報が殺虫剤と記載されている場合、その対象となる害虫により規制している

法律が異なり、農業害虫を対象害虫としていれば農薬取締法、衛生害虫であれば薬事法、不快

害虫であれば化審法で規制されている10。そのため、収集した用途情報のみの内容では、化審

                                                        
10 http://www.safe.nite.go.jp/shiryo/product/biocide/biocide4.html 
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法適用あるいは化審法適用外用途となるか判断がつかないことから、分類不能と判断した。 

 

 化審法対象用途 化審法適用外用途 

殺虫剤 不快害虫、衣料害虫、建築害

虫を対象 

衛生害虫、農業害虫、動物外

部寄生虫を対象 

くん蒸剤 家庭、業務用 農業用や薬事法対象の家庭

用 

防腐剤 家庭、業務用 食品、医薬品用 

殺菌・防カビ剤 家庭、業務用 農業用 

 

3) 農薬用途の可能性が低い物質 

整理番号 物質名 

24 クロロエタン 

38 チオ尿素 

124 パラ－ニトロフェノール 

 

 用途として農薬と記載されているが、収集した用途を総合的に判断した結果、恐らく農薬

としてではなく農薬合成用として使用されている可能性が高い物質は、別表の備考欄に「農

薬原料と思われる」と記載した。 
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4 まとめ 

 

 改正化審法のリスク評価における PRTR 排出データの活用に向け、経済産業省より提供され

た化審法の第二及び三種監視化学物質と化管法の第一種指定物質の関連表に記載された 148
物質（化管法物質名称）の用途情報を化学物質情報提供システム（CHRIP）や国内のリスク評

価などの公開情報を用いて収集し、整理した。さらに、これらの収集した用途情報から、化審

法の適用対象外となる用途情報の抽出を行った。 

用途情報を収集した結果、今回の調査対象となった 148 物質のすべての用途情報を収集する

ことができた。さらに 148 物質中 60 物質に化審法の適用対象外となる用途が含まれ、主に農

薬用途が多数を占めていた。このような適用外用途は化審法の届出情報には含まれていないた

め、リスク評価にて PRTR 情報を用いる場合には、注意が必要となる。 

一方で、化審法適用用途のみであった物質に対して、必ずしも PRTR 情報がそのまま適用で

きるわけではないことにも注意すべきである。PRTR 情報でも、届出対象外業種や取扱量 1 ト

ン以下の事業所などすべての排出量を網羅できていないなど限界があることを認識しておく

必要がある。 

 

化学物質の用途情報は企業秘密にしている場合もあり、公開されている用途情報は数少ない。

また、用途情報を表現する記述方法（例：合成原料、難燃剤）が十分に分類整理されていない

ため、今回収集した用途情報自体に間違えがある可能性が見受けられる。例えば、農薬の合成

原料として使用される物質も、用途として農薬と記載されている事例が見られた。より正確な

用途情報を収集するには、関連企業や工業会へのヒアリング調査など行う必要があるが、その

際に用途情報を明確に表現できる記述子が重要となる。改正化審法に向け、新たに監視化学物

質、一般化学物質、優先評価化学物質の製造・輸入量等の届出に際する用途分類について、約

50 分類の用途情報（詳細用途分類は約 280 分類）が公開された11。このような記述子が化学物

質を取り扱う企業に広く普及していくことで、より正確な用途情報が整理されていくと思われ

る。 

 

また、日本における化学物質管理は、化学物質ごとではなくその使用用途ごとに各省庁管轄

の法規制で管理されている。さらに、例えば、農薬取締法では化学物質名ではなく有効成分名

や製剤名で規制されているため、複数の法規制にまたがる化学物質の規制状況を把握すること

は非常に難しい。現在、NITE の CHRIP では、化学物質名や CAS 番号により国内の一部の法

規制を検索できるデータベースを提供している。このようなデータベースがより整備されてい

くことで、各省にまたがった化学物質の国内規制状況を一元的に把握できるようになることを

期待する。 

                                                        
11 http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/h21kaisei_youtobunrui.html 
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第二部 構造不定物質の取扱い等に関する調査 

 

1 調査概要 

 
1.1 調査目的  

 

化審法におけるスクリーニング評価又はリスク評価の対象化学物質物質の中には、UVCBs

（Unknown or Variable composition, Complex reaction products or Biological substances）と呼ばれ

る化学物質の構造が特定できない化学物質が含まれている。化審法における第二種及び第三種

監視物質に関するリスク評価の技術ガイダンス（案）12（以下、化審法のリスク評価技術ガイ

ダンス）では、このようなUVCBsに対して一定の評価手法を提案しているが、欧州の化学物

質規則（REACH）や米国の有害物質規制法（TSCA）などで行なわれているUVCBsのデータ

の取り方や評価方法との国際整合性の確認が必ずしも取れていない。  

本調査ではUVCBsのデータの取り方や評価手法について、海外での取組状況を調査するこ

とで、化審法や化審法のリスク評価技術ガイダンスで活用できる手法を見いだすとともに、国

際整合性を図ることを目的とする。  

 

1.2 調査方法 

 

1) UVCBsのリスク評価に関する諸外国での取組状況の調査 

EU、米国、カナダ、オーストラリア及び国際機関（OECD 及び UNEP）を調査対象として、

UVCBs に対する物理化学性状などのデータの取得やデータの評価、リスク評価方法について、

各国の規制当局のホームページから入手可能な情報を調査した。 

 

2) 化審法のリスク評価技術ガイダンスの国際整合性の確認  

現状の化審法のリスク評価技術ガイダンスにおけるUVCBsの評価手法と 1)の結果を比較し、

技術ガイダンスの国際整合性を図るための課題を抽出した。  

 

3) 今後の課題と課題克服の提案  

2)における課題を具体的な事例とともに整理し、その課題を克服するために何が必要である

かを取りまとめた。 

                                                        
12 http://www.safe.nite.go.jp/risk/kasinn.html 
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2 諸外国における UVCBs のリスク評価への取組状況 

 

2.1 EU  

 

2.1.1 欧州既存物質インベントリー（EINECS） 

 

 欧州既存物質インベントリー（EINECS：the European Inventory of Existing Commercial 

Chemical Substances）は、1971 年 1 月 1 日から 1981 年 9 月 18 日までの期間に、共同体域内に

上市された約 100,000 の化学物質が収載され、この中の 18,000 物質がUVCBsである13。 

  

2.1.2 物質の特定及び命名法のガイダンス 

 

REACHにおける物質の特定及び命名法のガイダンス（Guidance for identification and naming 

of substances under REACH）14では、物質に含まれる単一又は複数の主成分の濃度範囲の上下

限によって、単一成分物質、多成分物質、UVCBsに分類している。UVCBsは成分組成の変動

が比較的大きいかあるいは予測ができないことから、組成情報に加えて、物質を特定できるそ

の他の情報が要求されている。 

 

 定義 例 

単一成分物質 1 つの主成分が 80%以上（重量比）の物質 ベンゼン（95%） 

多成分物質 2 つ以上の主成分が 10～80%（重量比）の

物質 

2-,3-,4-クロロトルエン（各

30%）からなる反応生成物

UVCBs 組成が不明あるいは不定の物質、複雑な反

応生成物、生物材料 

 

 

また、多成分物質と UVCBs の区別が困難なケースもありうるが、このガイダンスでは 適

な方法で物質を特定するのは登録者の責任であるとしている。そのため、このガイダンスでは、

表 2.1.1 に示す様々なタイプの UVCBs を例にした識別子をまとめている。ただし、これらは

すべてのタイプを網羅したリストではないため、公式的な分類システムと見なされるべきでは

なく、特定の規則を正しく適用するための実務的な助けであると記されている。 

  

                                                        
13 http://www.chem.unep.ch/irptc/Publications/toolbk/mod1.pdf 
14 http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/substance_id_en.htm 
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表 2.1.1 UVCBs の代表例の主な識別子分類 
 例又は代表例 主な識別子   
  ソース プロセス 他の識別子 

生物材料の抽出

物 （例：天然

香料、天然油、

天然染料及び色

素） 

・ 植物又は動

物種及び科 
・ 植物/動物の

一部 

・ 抽出 
・ 分留、濃縮、

単離、精製

等 
・ 誘導体* 

・ 既知又は一般的な組成 
・ クロマトグラフ又は他の

フィンガープリント 
・ 規格の照合 
・ カラーインデックス 

複雑な生体高分

子（例：酵素、

タンパク質、

DNA 又は RNA
フラグメント、

ホルモン、抗生

物質） 

  ・ 標準酵素指標 
・ 遺伝子コード 
・ 立体構造 
・ 物理化学性状 
・ 機能/活性 
・ 構造 
・ アミノ酸配列 

生 物 材 料
(B) 

発酵製品 
抗生物質、生体

ポリマー、酵素

混合製品、ヴィ

ナサス（砂糖発

酵物）等 

・ 培養培地 
・ 適用した微

生物 

・ 発酵 
・ 製品の単離

・ 精製段階 

・ 製品のタイプ（例：抗生

物質、生体ポリマー、タ

ンパク質等） 
・ 既知の組成 

組成が十分に予

知できない及び

又は変動する反

応混合物 

・ 出発原料 ・ 化学反応の

タ イ プ

（例：エス

テル化、ア

ルキル化、

水素化） 

・ 既存の組成 
・ クロマトグラフ又はその

他のフィンガープリント

・ 規格の照合 

・ 分別物又は留

出物（例：石

油物質） 
・ 粘土（例：ベ

ントナイト） 
・ タール 

・ 原油 
・ 石炭/泥炭 
・ 鉱物性ガス 
・ 鉱物 

・ 分留、蒸留

・ 分留物の転

化 
・ 物理プロセ

ス 
・ 残留物 

・ カットオフ範囲 
・ 鎖長範囲 
・ 芳香族/脂肪族比 
・ 既知の組成 
・ 標準インデックス 

定 義 が 不

十 分 で 複

雑 又 は 組

成 が 不 定

の 化 学 物

質 又 は 鉱

物 
(UVC) 

濃縮物又は溶解

物（例：金属鉱

石）又は様々な

溶解等の冶金プ

ロセスの残留物

（例：スラグ） 

・ 鉱石 ・ 溶融 
・ 熱処理 
・ 様々な冶金

プロセス 

・ 既知又は一般的な組成 
・ 金属の含有率 

*下線は新分子の合成を示す 

（出典：Guidance for identification and naming of substances under REACH, 2007） 

 

なお、REACH では化学反応なしに 2 つ以上の物質を調合したものを調剤（preparation）、化

学反応の結果で得られた物質を多成分物質として区別をしている。 
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2.1.3 情報要件及び化学品安全性評価に関するガイダンス 

 

REACHに関する情報要件及び化学品安全性評価に関するガイダンス（Guidance on 

information requirements and chemical safety assessment）15では、水溶解度、吸着係数、解離定数、

分解性、生態毒性について、UVCBsのような複雑な混合物のデータの取り方や評価における

注意点を記している。 

 

1) 水溶解度 

有機化合物の混合物の例として、石油物質を挙げて、水に溶解させた成分が本来の成分の組

成と異なることを指摘している。石油物質は一般的に疎水性で水溶解度が低いが、その各成分

である炭化水素はそれぞれの構造によって溶解度が大きく異なる。そのため、可溶な成分は限

度まで溶解し、残りの成分は水及び溶解していない炭化水素相の間に分配されるため、水に溶

解した炭化水素の組成は本来の物質の組成と異なる。よって、水生生物の毒性試験や生分解試

験などの試験実施や結果の解釈に影響を及ぼすことを挙げている。 

 

さらに、複合物質（complex substance）の水溶解度は負荷率に依存することを挙げている。

水溶解度に対する負荷率の影響を調べるために、少なくとも 2 種類の負荷率（例：100mg/L 及

び 1000mg/L）により測定する。適切な試験方法はフラスコ法としている。試験物質の定量化

方法は、一般的にすべての成分の分析ができない場合が多く、溶解した試験物質の総量を定量

する方法（例：TOC（全有機炭素量））で分析する。また、試験物質の水溶解度が低下するに

つれ、水溶解度測定の正確さは低下することから、10μg/L 未満の水溶解度の試験物質では、

終抽出物中に分散状態の物質が含まれていないように注意する必要があることを挙げてい

る。 

 

2) 吸着係数 

UVCBs などの複雑な混合物は、単一の値を確定できないため、物質によるが吸着係数（Koc）

値を範囲であるいは代表値を提出するとしている。 

 

3) 解離定数 

UVCBs などの複雑な混合物は、解離定数（pKa）の評価が複雑となるので、適切な場合は個々

の pKa を推算することを検討すべきとしている。 

 

4) 分解性 

混合物の分解性について、水溶解度の項目と同様に石油物質を例にして、水に溶解した炭化

                                                        
15 http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/information_requirements_en.htm? 
time=1268205451 
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水素の組成は本来の物質の組成と異なることから、生分解試験の実施や結果の解釈に影響を及

ぼすことを挙げている。揮発による影響に関しては、石油物質は炭素数及び炭化水素構造の範

囲にわたって広く変動を示すが、ほとんどすべての環境への放出条件下で多数の構成成分が揮

発する。しかしながら、実際の試験は閉鎖系で実施することが慣例になっていることを挙げて

いる。 

 

 また、生分解性及び非生物分解性について、それぞれの特徴を挙げている。 

 

生分解性 

 低分子の炭化水素は OECD 試験で易生分解性となる傾向があり、分子量の増加によって生

分解性は低下するが、一般に炭化水素は本質的生分解性と見なされる。炭化水素の 初の代謝

物はカルボン酸であることから、親化合物の構造ほど懸念は高くない。 

 

 石油物質の生分解性試験は、水に溶解した部分だけではなく、その物質全体での生分解ポテ

ンシャルを評価している。また、十分な感度が必要なため、多くの生分解性試験が環境中での

濃度よりも高濃度で試験を実施している。そのため、対象物質の大部分が不溶な相となり、分

解微生物に十分に利用されない場合もあることから、環境中での真の生分解ポテンシャルを過

小評価する結果となる。EU のワークショップでは、生分解性ポテンシャルを評価するために

標準的な実験室試験を使用する理論的根拠が議論された。石油物質のような炭化水素の同族体

からなる混合物の生分解ポテンシャルの評価には適しているが、調剤のような混合物には、一

般的に適用できないことが合意された。 

 

易生分解性試験 

 非揮発性物質の修正 Sturm 試験（OECD TG 301B）及びマノメータ呼吸測定法（OECD TG 

301F）が石油物質の も一般的に使用される方法であるが、 近、揮発性物質の生分解を扱う

試験ガイドライン（OECD 310）が公表された。 

 

本質的生分解性試験 

 OECD の本質的生分解試験法は、石油物質に適していない。そのため、ISO の新しい本質的

生分解試験の開発及び検証に続き、欧州石油環境保全連盟（CONCAWE）が石油物質により適

したヘッドスペース試験のバーションを 近、検証したが、その適合性に関してまだ議論中で

ある。 

 

非生物分解 

 炭化水素は水と反応しないため、石油物質にとって加水分解は重要な挙動プロセスでない。

しかしながら、酸素の存在下の太陽光との反応、特に芳香族炭化水素のような不飽和炭化水素
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の分解は、水中又は水面近くの物質の重要な除去プロセスとなることを挙げている。 

 

5) 生態毒性 

多成分を含む物質の試験困難点として、以下を挙げている。 

・ 混合成分は、分析による測定が不可能な場合がある 

・ 成分間で分配挙動や水溶解度が異なる場合、試験系への直接添加で均質な溶液になる

ことが難しい場合がある（例：一部の成分が非常に難溶性の場合）。 

・ どの成分によって、有害影響が引き起こされたか分からない、解釈上の問題が生じる

場合がある。 

 

対象物質のすべての成分が試験濃度範囲で試験媒体に完全に溶解している場合、標準試験法

が適切であるが、対象物質が部分的にしか溶解しない場合は、対象物質を特定し、それらに関

する利用可能な情報を用いて毒性を推定する、炭化水素ブロック法や水性画分（WAF：

Water-accommodated fractions）法を挙げている。 

 

炭化水素ブロック法 

この方法は、特に石油炭化水素のために開発され、構造や物理化学性状が類似した物質をグ

ループ化し、全体のブロックを１つの単一成分として取り扱う。各ブロックは、予測環境中濃

度（PEC）及び予測無影響濃度（PNEC）の算出結果に影響すると考えられるオクタノール/水

分配係数、ヘンリー定数、生分解性及び毒性などの特性に基づいて構築される。さらに、各ブ

ロックの特性は代表的な構造についての非試験法と入手可能な測定データを組み合わせて推

定する。 

 

水性画分（WAF）法 

炭化水素ブロック法が不可能な場合は、WAF 法を使用した試験が適切となる。ただし、WAF

を使用した試験方法は試験報告書に十分に記述し、可能であれば平衡到達及びその成分の経時

的な安定性の証拠を示す。通常、暴露濃度は WAF を調製した負荷率（試験液に対する混合物

の質量容量比）として表される。WAF 中の試験物質の測定重量も濃度として使用することも

できる。 

 

水溶解度が幅広い混合物の WAF の試験データは、急性試験データは溶解しやすい成分の毒

性と一致し、慢性試験データは溶解しにくい成分の毒性を反映している。急性致死負荷率（通

常、E(L)LC50 と表示）は、それぞれの溶解度の範囲内で試験された純物質での E(L)C50 と同

等なので、分類に直接使用することができる。しかし、環境中での分配は PEC との比較を無

意味にするので、PNEC の導出に使用することはできない。慢性試験による無影響負荷量

（NOELR）は、大部分の成分が溶解するレベル（又は PEC 値）と同じ桁になるほど十分に低
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い可能性があり、その場合は PNEC 導出への利用が可能である。 

 
2.1.4 物質のグループ化に関する手引き 

 

複合物質（UVCBs）のカテゴリー化に関する手引きが情報要件及び化学品安全性評価に関

するガイダンス（Guidance on information requirements and chemical safety assessment）の「QSAR

と化学品のグループ化」に記されている16。 

 

UVCBs のような複合物質をカテゴリーによってグループ化する際に、多様な物質を含むこ

とから、その異なるタイプの範囲はとても広く、慎重な手段が必要とされる。複合物質の一般

的な共通の特徴として、以下である。 

・ 多数の化学品を含んでおり、単純な化学構造で代表すること又は特定の分子式では定義で

きない 

・ 意図的な混合物ではない 

・ 多くは天然由来物（例：原油、石炭、植物抽出物）であり、構成成分に分離ができない 

・ 不純物という概念は、複合物質には通常適用されない 

・ これらの物質は物理化学的性状に関連した性能仕様に従い製造される 

 

また、このような複合物質の CAS 番号の定義は対象とする物質範囲が狭いものから広いも

のまであり、定義の具体性がばらついている。以下の物質をその例として示している。 

 

石油系の複合物質 炭化水素の種類、炭素数の範囲、蒸留範囲及び 終段階工程など

の序列による考慮に基づいている 

石炭由来の複合物質 適用された製造工程に基づいており、これに蒸留範囲及び化学組

成に関する情報を含む場合もある 

天然の複合物質 その属や種、場合によっては植物の部位や抽出方法及びその他の

加工法の記述子に基づいている 

 

ゆえに、このような複雑さを有する複合物質のカテゴリー化の好ましい方法として、その物

理化学的性状の記述子（例：鎖長、化学品クラス、芳香族環の大きさ）が使用される。 

 

 また、このガイダンスの中ではカテゴリーの作成に関する一般手引きと石油物質などの事例

を挙げている。 

 

                                                        
16 http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/information_requirements_en.htm? 
time=1268205451 
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複合物質に対するカテゴリー作成に関する一般手引き 

(a) 成分の特性化 

測定できる範囲で複合物質の特性を明確にすることが重要であり、特に、以下のどの特性が

主要で明示すべきかを特定することが必要である。 

  －カットオフ範囲 

    ・鎖長の範囲、主たる炭素数の範囲又は縮合環系の大きさ 

    ・蒸留温度の範囲 

    ・カテゴリー構成員（物質）の特徴づけを可能にする適切な尺度 

－既知又は一般的組成と特徴の説明 

－標準インデックス（例：カラーインデックス番号） 

－クロマトグラフィー又は他の物理的“フィンガープリント（照合方法）” 

－基準物質との照合 

－製造工程に関する情報（特に石油又は石炭由来物質のカテゴリー化に有用） 

－植物性の天然複合物質については属／種の同定、起源を明らかにする 

－マーカーとして適当な物質がある場合は、その物質を明確にし、可能であればすべての

カテゴリー構成員についてマーカー物質を定量化する 

 

(b) 複合物質の構成成分の特性を複合物質の特性に適用 

エンドポイントにより、複合物質中を構成する個々の成分の特性が類似しているか予測範囲

内に収まる場合、個別成分の特性を複合物質に適用することができる。 

－複合物質の構成成分の炭素範囲及び構造の種類をカバーする代表成分を特定すること

が必要 

－外れた特性を有する成分を特定する必要がある（例：他の脂肪族炭化水素に比べ特異的

なヘキサンの毒性、脂肪族炭化水素と比べて高い芳香族炭化水素の水溶解度） 

 

(c) データギャップ補完（リードアクロス/SAR 及び QSAR） 

  リードアクロス/(Q)SAR を用いて、定義されたカテゴリー内でのデータギャップを補完する

ことができる。複数の複合物質の組成が類似している場合は、特性を定性的に決定し、データ

ギャップを補完できる。範囲を決めることは可能であるが、定量的なリードアクロスはより困

難である。有効な QSAR が利用可能である場合又は複合物質の成分に基づき確立できる場合

は、データギャップを定性的又は定量的情報のいずれかで補完することができる。これを行っ

た場合、方法の正当性及び選択したデータを明確に記述することが必要となる。 

複合物質の性質とリードアクロス/ QSAR との対比に関しては、用量－反応相関や複合物質

中の懸念される成分についても慎重に考慮すべきである。 
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(d) データギャップ補完（試験） 

 試験のために代表となる複合物質を特定する必要がある場合は、カテゴリー定義中の主要な

成分とそれにより定義された範囲に注意する。 

 

石油系の複合物質 

 石油系の複合物質は一般に、製造及び加工の条件、炭化水素の化学構造（例、脂肪族、芳香

族）、物理化学的性状（沸点、炭素数範囲）、一般的な用途カテゴリーによって、定義される。

既存物質規制のために作成され、分類と表示のためにも使用されている石油系複合物質のグル

ープ分けの例は、Comber M & Simpson（2007）に示されている。 

このアプローチによれば、石油系の複合物質は、各グループ（又はサブグループ）内の物質

は同様の物理化学的性状を有しているため、固有のハザード特性も同様であるという前提で、

製造される工程によりグループ分けされている。このアプローチの中では、２つの物質及び物

質群（DMSO で抽出される PAH）を発がん性のマーカーとして用いた。すなわち、これらの

物質のうちの１つが定められたレベルで存在していれば、それを発がん性の指標と分類に用い

る。他の分類エンドポイントは、カテゴリー構成員間のリードアクロスを用い、 近では QSAR

により補完している。 

 石油系複合物質に採用されたアプローチは、より一般的に UVCBs にも適用できるので、こ

れが適用可能な他の業界でも考慮すべきである。 

 

炭化水素溶剤 

 炭化水素溶剤カテゴリーは、典型的な化学構造と炭素数範囲に基づいている。一般的用途も

カテゴリーの定義に役立っている。このアプローチでは、化学的構造と炭素数が類似している

炭化水素溶剤を１つのカテゴリー内にグループ化し、そのカテゴリー構成員の大半を占める成

分により定義している。このアプローチは実践的であり、類似の市販製品が同じカテゴリー内

にまとめられているという利点がある。 

 

石炭由来の複合物質 

 石油由来の複合物質についての原則が石炭由来の複合物質にも適用される。石炭は原油より

も地層に埋没していた期間が長いため、石炭由来成分の方が架橋度が高い。その結果、石炭由

来の複合物質中では芳香環系が大半を占める。長い直鎖は見られない。石炭由来のフィードス

トックは、揮発性（縮合環系の大きさ）及び/あるいは酸性/アルカリ性成分の抽出性に応じた

工程で分留される。カテゴリー作成は、適用される加工技術及び同様の物理化学的性状のマト

リクスを有する物質の固有の特性が同様の範囲に分布していることを利用している。 

 

天然の複合物質（NCS） 

 NCS は、植物の特定の部位に抽出、蒸留、圧搾、分画、精製、濃縮、発酵などの物理的処
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理をすることで得られる植物由来物質である。その組成は、原料として用いられた植物の属、

種、生育条件、成熟度及び処理に用いられた工程により変動する。 

 NCS は UVCBs の中でも非常に特殊なサブグループを構成しており、様々な分離技術により

得られた精油と抽出物を含んでいる。 

 NCS の組成に基づき、主要な成分が既知の化学物質と同じであると明確に特定できる場合

は、その化学物質グループに含めることができる。Salvito D（2007）に例が示されている。 

 

2.1.5 PBT 評価 

 

REACH「Guidance on information requirements and chemical safety assessment」の「R11. PBT 

assessment」の中で、以下の多成分物質（MCS：Multi-constitute substances）及びUVCBsの段階

的なPBT評価プロセスを記している17。 

 

1) 多成分物質（MCS）及び UVCBs の特性化 

2) 入手可能なデータの収集と評価 

3) 新たなデータの取得 

4) 終評価 

 

1) 多成分物質（MCS）及びUVCBsの特性化 

UVCBs に関しては組成が不明又は変動することを前提としているため、特性化は難しいが、

組成の 10%以上を占める成分については、少なくとも IUPAC 名、できれば CAS 番号で示すと

ともに、判明している成分の典型的濃度及び濃度範囲を示す。さらに、PBT/vPvB 特性を有す

る物質は、0.1%(w/w)以上であれば、PBT/vPvB 評価の際にすべて考慮する。 

 

特定できない成分については、科学的に可能であれば、以下のようなやり方で評価を行う。 

1. 石油製品であれば、沸点や製造工程からその UVCBs 中に含有されている可能性の

ある物質の構造（鎖状、環状など）をある程度特定できる。ハロゲン化合物の場合

は、鎖長、ハロゲン化度などで含まれる物質の範囲を特定できる。 

2. 不明部分の代表となるような構造を特定する。 

3. 0.1%以下であることが実証されれば、その部分の代表的構造を特定する必要はない。 

 

2) 入手可能なデータの収集と評価 

この段階では、物質及び上記のようにして特定された成分や構造について、毒性（水生生物

及び哺乳類）、残留性、生物蓄積性、用途及び排出パターンなど入手可能なすべての関連情報

                                                        
17 http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/information_requirements_en.htm? 
time=1268205451 
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を収集する。 

可能であれば、類似構造を有する成分を代表する主要な構造を特定した１つのブロックに分

類し、ブロック単位でのリードアクロスによる評価を進めることができる。 

 

a) 残留性（P） 

残留性に関する易分解性試験や環境媒体中でのシミュレーション試験では、二酸化炭素の発

生量や TOC を測定して、分解度を算出する。しかしながら、二酸化炭素の発生量のような包

括的パラメーターでは、個々の成分の残留性は評価できない。そこで UVCBs について、一般

的な残留性評価は以下のようにして行う。 

・ 同族構造物質から成る UVCBs が、易分解性の厳しい基準（28 日間で 60%以上）を満たす

場合は、その物質を構成する成分も残留性ではないと考えてよい。ただし、鎖長の範囲が

非常に広く、易分解性の成分の量が多い場合は、物質全体として基準を満たしていても残

留性の成分が含有されている可能性がある。 

・ 同族構造でない物質から成る UVCBs の場合は、個々の成分の組成比率や分解度により、

易分解性試験の結果を個別に判断する。UVCBs が易分解性でない場合や易分解性のデー

タがない場合は、次の段階に進む。 

・ 次の段階では、上記のブロックに基づき、各ブロックの代表的構造／成分についての実験

データ又は有効な(Q)SAR 予測を参照して残留性特性の評価を行うことができる。 

 

b) 生物蓄積性（B） 

ほとんどの生物蓄積性試験は、UVCBs には適用できない（又は適用しにくい）ため、残留

性評価と同様のブロックアプローチを用いて、各ブロックの代表的構造／成分についての実験

データ又は有効な(Q)SAR 予測を参照して、生物蓄積性の評価を行うことができる。第一段階

では、個々の成分について Kow、QSAR などの推算値を用いてもよく、固相マイクロ抽出法

（SPME：solid phase micro extraction）や HPLC のような多成分測定法も生物蓄積性の試算

には有用である。ブロックの初期推算値が生物蓄積性を示さなければ、以降の評価は必要ない。

さらに評価が必要なブロックについては、次の段階でそのブロックの代表的構造の試験を行う。 

 

c) 毒性（T） 

毒性は用量反応で表され、UVCBs の場合は個々の成分のバイオアベイラビリティーに依存

するため、試験結果の解釈が難しい。 

石油由来の UVCBs については、水性画分（WAF:Water-accommodated fractions）を用いた試

験による評価が定着しており、この方法は他の難水溶性物質にも適用可能であるとされている。

負荷量 1mg/L で長期水生毒性が見られない UVCBs については、その成分が水生環境に長期的

な有害影響を及ぼさないとして、ハザード分類は必要ない。しかしながら、PBT 評価の中で T

を扱う場合には、これは適用できないため、残留性と生物蓄積性を評価したブロックについて
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は、有効な QSAR モデルや入手可能な実験データを用いて評価する。 

 

3) 新たなデータの取得 

PBT 成分を含むと考えられる UVCBs の分解度及び慢性毒性試験の結果は評価が難しいこと

が多く、通常は勧められない。戦略的に選定された個々の成分の試験以外では、QSAR による

推算やリードアクロスによるアプローチを採ることが多い。UVCBs は、単一成分物質のよう

に PBT の順に試験を行うのではなく、試験のやり易さやコスト、動物愛護などを考慮し、ケ

ースごとに戦略を練るべきで、恐らく予備的な取込及び代謝メカニズムの評価を含めた生物蓄

積性の評価から始めるのがよいとしている。 

 

4) 終評価 

 多成分を含む物質に関しては、ケースごとのアプローチが必要である。どの程度の情報が要

求されるかについては、実施可能であるかどうかなど多くの問題を勘案した証拠の重みづけで

専門家が判断する。  

 情報収集やリスク管理措置の実施などの段階に進むかどうかは、人の健康及び環境に対する

影響の大きさ（例、PBT/vPvB 不純物の割合、トン数域や用途カテゴリーなど放出の可能性）

による。 
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2.2 米国 

 

2.2.1 TSCA(有害物質規制法)及びインベントリー 

  

TSCAインベントリーは、1975 年以降に製造、輸入又は加工された物質を収載し、約 16, 000

物質のUVCBsを含む 75, 000 物質が含まれている18。 

また、インベントリーの使用者がUVCBsの記載を解釈して、UVCBsを登録するための命名

の際に考慮すべき事を理解するために、UVCBsに関するガイダンス（Toxic substances control act 

inventory representation for UVCB substances）19を作成している。この中で、化学物質を特定し

やすくするため、２つのクラス分けを行い、UVCBsはクラス 2 に分類されている。さらに、

組成が未知の物質（“・・・との反応生成物“や”・・・との化合物“）、組成が不定である物

質、複合反応生成物、生物材料又は生物材料から作られる物質など、UVCBsの命名例も記載

している。 

 

分類 概要 例 

クラス 1 特定の原子が明確な既知の構造で配列さ

れた分子からなる単一化合物 

アセトン、鉄、ベンゼン 

明確な序列を有する分子式で表されるが、

構造式は一定でない物質 

置換基の位置が決まってい

ないキシレン 

明確な分子式で表されるが、構造式が不明

の物質 

硫化アルミニウムセリウム

ニッケル 

クラス 2 

明確な分子式で表されず、構造式が部分的

にあるかまったくない 

UVCBs 

 

製造前届出申請のマニュアルであるChemistry Assistance Manual for Premanufacture 

Notification Submitters20の中で、クラス 2 物質又は複雑な混合物については、EPAの担当者が

届出情報を審査する際に、人の健康や環境に対して も害を及ぼしそうな（ワーストケース）、

即ち も分子量が少ない、水溶性が高い、揮発性が高い、量が多いような成分に着目している

と記述されている。 

また、試験実施に関しては、ポリマーや構造が不定である PMN 物質（クラス 2 物質）の

logKow の測定を通常、薦めていない。 

 
 

                                                        
18 http://www.chem.unep.ch/irptc/Publications/toolbk/mod1.pdf 
19 http://www.epa.gov/oppt/newchems/pubs/uvcb.txt 
20 http://www.epa.gov/oppt/newchems/pubs/chem-pmn/ 
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2.2.2 ChAMP の高生産量物質の評価 

 

Chemical Assessment and Management Program （ChAMP）は、現在、作業を停止しているが、

ChAMPの下で、EPAは高生産量（HPV）物質や中生産量（MPV）物質のフォローアップ活動

として、リスクに基づく優先付け（RBP：risk-based prioritization）とハザードに基づく優先付

け（HBP：hazard-based prioritization）を行った21。 

 

RBP の流れを図 2.2.1 に示す。まず HPV チャレンジプログラムあるいは OECD HPV データ

を基にしたスクリーニングレベルでの HPV 物質のハザードキャラクタリゼーションが行う。

TSCA の Inventory Update Reporting（IUR）中の製造・暴露データなどを基にスクリーニングレ

ベルでの暴露のキャラクタリゼーションを行う。これらのキャラクタリゼーションは優先順位

付けを決定する目的なので、定量的なリスク評価ではなく、低、中、高に分類され、 終的に

それぞれのキャラクタリゼーションの分類結果を合わせ、リスクに基づく優先付けを決定した。 

一方、HBP は EPA が得られる既存情報から環境運命、ヒトや環境への影響に対するキャラ

クタリゼーションを行ったが、多く物質はこれらの情報に限りがあることから、予測ツールな

どを用いるとしている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.1.1 リスクに基づく優先付けのフロー 

（出典：Methodology for Risk-Based Prioritization Under ChAMP） 

 

なお、公開されている RBP 及び HBP の方法論の中で、UVCBs に関する情報は得られなか

った。 

 

                                                        
21 http://www.epa.gov/champ/pubs/hpv/abouthpv.html 
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HPV物質のスポンサー企業から提出された既存データや試験計画をEPAが検討している。

HPV物質のクラス 2 物質について、何を試験するかを決定する際に、過去のTSCAの規制の経

験例として、次のことを挙げている22。 

EPA は、同じ CAS 番号を持ちながら多種多様であるかもしれないクラス 2 となる製品のう

ちの 1 物質のみを試験することに問題があることを認識している。被験物質が特定の CAS 番

号の物質にまつわるハザードを代表しているのが理想的であり、その選択は科学的根拠に基づ

くべきであるとしている。そのため EPA は、以下のオプションの検討を提案し、コメント募

集を行い、また追加すべきアプローチがあればそれを明らかにするよう求めている。 

・ スポンサーとなった化学物質の CAS 番号について、合意された規格（例、ASTM）又は同

様の業界規格を満たす製品を被験物質として用いる 

・ スポンサーが も大量に生産している製品を被験物質として用いる 

・ スポンサーが生産するあらゆる異なる形態の中から 1 製品をランダムに選択する 

・ その替わりあるいは追加として、毒性等量に関して未解決の問題があった場合や、またス

ポンサーが多数の異なる製品を生産している場合には、3 又は 5 又は 10 製品につき 1 製品

を被験物質として選定する。 

・ スポンサーが生産する物質のうち も生産量の多い 3 又は 5 又は 10 物質を特定し、その

中からランダムに 1（又はそれ以上の）物質を選択する 

 

EPA は、クラス 2 物質を取り扱うアプローチを１つだけ特定することは不可能かもしれない

と認識しており、オプションに優先順位をつけることが可能か、あるいは同等のオプションを

並列して提供した方がよいかについてのコメントを求める。いずれにしても、試験計画には状

況の説明と被験物質の選択の根拠を示す必要があると述べている。 

                                                        
22 http://www.epa.gov/hpv/pubs/general/w2test9.htm 
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2.3 カナダ 

 

2.3.1 カナダ既存物質リスト（DSL : Domestic Substance List） 

 
1984 年 1 月 1 日から 1986 年 12 月 31 日までの間にカナダ国内で年間 100kg以上使用、輸入

又は製造されていた約 23,000 物質を網羅したものであり、個別の有機化合物、無機物質、有

機金属物質、ポリマー、UVCBsが含まれている。DSL上に収載されていない物質はカナダ国

内では新規物質であると考えられる。CEPA1999 の新規物質届出規則（NSNR）の要件を満た

した新規物質は、定期的にDSLに追補されている23。 

 

2.3.2 カナダ環境保護法（CEPA : Canadian Environmental Protection Act）の

新規物質届出規則 

 

新規物質の届出及び試験に関するガイドライン（Guidelines for the Notification and Testing of 

New Substances: Chemicals and Polymers）24では、天然原料又は複雑な反応から得られた物質で、

その組成が複雑・不定であり過ぎるため成分となる化合物で特性化できないものをUVCBsと

定義している。 

 

また、物質の命名については、よく定義された物質（well-defined substances）と UVCBs に

分けて、それぞれの具体的な例を示している。なお、届出者がこれらの例のスタイルに従うこ

とを強く推奨している。一般的なガイダンスは以下である。 

・UVCBs は、ほとんどの場合で具体的な構造式を提示できないため、物質、成分、前駆体

について記述した情報を示す。 

・部分的な構造式を示せる場合は、原子の同定とそれらの結合の性質を明確に示さなければ

ならない。 

・置換基及び官能基に通常用いられる略称は、曖昧でなければ認められる。 

・アルキル基は、他に指定がない限りノルマル（直鎖）と想定される。物質を表すには、塩

の比や立体構造など既知の具体的情報を記載する。 

 

このガイドラインでは、UVCBs は新規物質規定の中では単一の物質として考えられるため、

すべての試験は UVCBs 全体について実施しなければならないとしている。定められた試験が

適当でない場合（例、融点）は、代替法の利用を考える（例、軟化点）。また、既知の成分に

ついての情報提供は、UVCBs について取得されたデータの解釈に役立つとしている。 

 

                                                        
23 http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/contaminants/existsub/categor/question-eng.php 
24 http://www.ec.gc.ca/substances/nsb/cpguide/eng/cpguide_e.html 
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さらに、高レベルの不純物（残留している原材料、溶剤、副産物など）を含む物質を試験す

る際にも、不純物が試験データの解釈を惑わすことがあるため、試験は純度の高い物質サンプ

ルで実施しなければならないとしている。ただし、物質をそれ以上精製することが技術的に実

用又は実践可能でない場合は、粗生成物での試験も認められる。いずれの場合も、被験物質の

純度を明記し、不純物の物理化学的性状や毒性についての情報があれば、低純度物質の試験デ

ータの解釈に役立つとしている。 
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2.3.3 カテゴリゼーション 

 

CEPAの下で、“CEPA toxic”という定義を用いて毒性物質を管理している。“CEPA toxic”は、

以下と定義されている25。 

 

（a）環境又はその生物的多様性に対して、短期 / 長期的な有害影響を及ぼす / 及ぼすか

もしれない 

（b）生物が依存する環境に対して危害を与える / 与えるかもしれない 

（c）カナダ国内でヒトの生活や健康に危害を与える / 与えるかもしれない 

 

従来は、国内の既存物質リストDomestic Substance List（DSL）に収載されている物質の中か

ら”CEPA toxic”であると懸念される物質を優先物質リストPriority Substance List（PSL）に挙

げ、詳細なリスク評価を行った上で”CEPA toxic”であるかどうか判定していた。しかし、こ

の方法では非常に時間がかかり、DSL上の約 23,000 の物質の安全性をすべて評価することは

難しい。そこで、1999 年に改正されたCEPAでは、まず物質を有害の可能性の大小で分類する

カテゴリゼーションを行った後に、スクリーニングレベルでのリスク評価を取り入れることで、

多くの物質の中から問題物質を効率的に選び出せるようにした。なお、2006 年にこのカテゴ

リゼーション作業は終了した26。 

 

カテゴリゼーション作業の概略を図 2.3.1 に示す27。この作業は、カナダ保健省と環境省で

実施し、それぞれの視点から独自にカテゴリゼーションを行っており、双方の結果のすり合わ

せはしていない。各省がそれぞれのカテゴリゼーションの基準を満たす物質の中で、その後の

スクリーニング評価のための優先順位づけを行っている。なお、保健省が特定した 大数物質

リストと環境省が特定したが残留性であり生物蓄積性（P/B）でかつ、本質的に人以外の生物

への毒性（iT）があると判定した物質は約 10%が重複していた28。 

ただし、環境省が残留性であり生物蓄積性（P/B）だが、本質的に人以外の生物への毒性（iT）

はないと判定した物質及び P/B の判定ができなかった物質のうち、人へのハザード特性が低い

と特定されていない物質は、保健省によるカテゴリゼーションに組み込まれている。 

 

 

 

 

                                                        
25 http://www.ec.gc.ca/CEPARegistry/gene_info/cepa_toxic.cfm 
26 http://www.chemicalsubstanceschimiques.gc.ca/about-apropos/categor/index-eng.php 
27 http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/contaminants/existsub/categor/approach-approche-eng.php 
28 http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/alt_formats/hecs-sesc/pdf/contaminants/existsub/categor/ 
questions-eng.pdf 
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図 2.3.1 カナダのカテゴリゼーション評価のフロー 
（出典：http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/contaminants/existsub/categor/approach-approche-eng.php） 
 
 
1) 保健省によるカテゴリゼーション 

保健省によるカテゴリゼーションは、図 2.3.2 に示すような簡単なツールを用いた簡易的評

価によるドラフト 大数物質リスト（maximal substance list）の作成、ドラフト 大数物質リ

ストから優先順位付けによる物質の絞込みの第二段階で行われた。 

 

第一段階は、人への暴露の可能性のランキングに Simple Exposure Tool（SimET）、人への毒

性（ハザード）の特定に Simple Hazard Tool（SimHaz）の 2 種類の単純なツールを用いて、暴

露とハザードの簡易的評価を並行して行った。ハザード特性には、実験等で決定される発がん

性、遺伝毒性、発生毒性、生殖毒性、呼吸器感作性が含まれる。 

その結果、暴露又はハザードの可能性があると特定された 1896 物質がドラフト 大物質リ

ストとして挙げられた。 

 

次に第二段階として、このドラフト 大数物質リスト上の物質を、人の健康への懸念からス

クリーニング評価を要する優先順位が高いかどうかの可能性により、高（576）、中（989）、低
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（331）に分類した後に、それぞれ絞込みを行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.3.2 ドラフト 大数物質リストの内訳 

（出典：http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/contaminants/existsub/categor/approach-approche-eng.php） 

 

a) 優先順位高 

LPE であった 301 物質については、業界との協議により、用途やリスク管理オプション

を検討して、優先順位が下がるかどうかを検討した。 

 

b) 優先順位中 

GPE であった 480 物質と IPE かつ P/B であった 121 物質については、ComHaz というよ

り複雑なハザード特定ツールを用いてさらなる評価を行い、その結果で優先順位が上るか

下がるか検討した。 

なお、ポリマー及び UVCBs については、一般的な ComHaz の適用が難しい可能性があ

るため、特に詳細な情報の提供を業界に要請している。UVCBs について要請されるデー

タや情報は、UVCBs の同定及び用途についての一般的な情報源（例えば、国際化粧品成

分事典など）や指定された UVCBs の組成、物理／化学的性状、用途、暴露の情報である。 

 

P/B が不明な 388 物質については、環境省の評価により P/B ではないと判定されれば優

先順位が下がるが、それまではリスト上に残した。 
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c) 優先順位低 

GPE/IPE 及び P/B であり、かつ iT でないが、既にカナダ国内で優先物質やスケジュール

1～3 物質に指定されている、NSNR（the New Substances Notification Regulations）の低懸念

ポリマーに相当するなど、他のスキームで対応できていると考えられる 148 物質について

は、対応漏れの可能性がないかを検証した。 

 

以上のドラフト 大数物質リストの絞込みによって、残った優先順位高及び中の物質がカテ

ゴリゼーションの基準を満たすとして、次のスクリーニング評価に進むこととなった。 

なお、石油系物質については、物質数が多いことや類縁化合物が多くありグループ化のアプ

ローチが可能であることから、他の物質から切り離し、石油系ストリーム（petroleum stream）

として業界と協調してスクリーニング評価をしていくこととなった29。 

 

（参考） 

Simple Exposure Tool（SimET） 

生産量 quantity（Q）、届出者数 number of submitters（S）、用途コード指数の合計∑use code 

indices（U）の 3 つの基準について、それぞれランク付けを行い、GPE（greatest potential for 

exposure）、IPE（intermediate potential for exposure）、LPE（low potential for exposure）に分け

た。それぞれの基準について、上位約 10%に相当する生産量 1000t（物質数 2413）、届出者

数 4（物質数 2665）、用途指数合計 414.1（物質数 2226）をすべて満たす物質（849）が GPE

とされた。用途指数の合計の計算法は、33 人の専門家がその物質の機能性用途と使用業種

別コードごとに暴露の可能性を高、中、低に分類し、それぞれについて分類した人数に 100、

10、1 の係数をかけたものの合計を専門家の数で除した。 

 

Simple Hazard Tool（SimHaz） 

証拠の重みづけアプローチを用いて、様々な国や国際機関で実施されたハザード評価に

基づき、ハザードの高低を判定した。考慮されたエンドポイントは、発がん性、遺伝毒性、

発生毒性、生殖毒性及び呼吸器感作性である 

 

Complex Hazard Tool（ComHaz） 

図 2.3.3 に示すフローに従い、エンドポイントの重要性と情報源の信頼度（専門家判断に

よる）に優先順位をつけ、それぞれの段階で十分な情報がある判断されたものについて、

                                                        
29 http://www.chemicalsubstanceschimiques.gc.ca/plan/petroleum-petrole_e.html 
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表 2.3.1 のエンドポイントの基準を満たすかどうかにより、スクリーニング評価に進むべき

か、その必要はないかが判断される30。 

 

ただし、UVCBs は定義された構造がない、混合物の組成が不明、単一の CAS 番号で表さ

れる物質の純度／品質のグレードが複数あることなどから、ComHaz の適用が特に難しいと

している。そのため、個別の有機及び無機物質に適用される“標準的”な ComHaz のアプ

ローチに加え、選択された一部の UVCBs は、複数の情報源と一連の証拠を考慮する修正ア

プローチが策定された。 

 

修正アプローチでは、UVCBsについて入手されている毒性情報に加え、化学的特性、組

成、用途などのデータを含む他の情報の収集と精査を行う。他の参考情報源としては、生

産者、輸入者又は輸出者からの提出データ；専門のコンサルタントからの助言；カナダ、

米国、EUの食品及び医薬品関係（例、添加物、食品包装材、化粧品、天然の健康製品や治

療薬）、米国EPAの農薬残留基準再評価、化粧品成分レビューなどの法律で規制される用途

についての情報がある。様々な種類の情報を検討し、UVCBsについて 適なアプローチを

選択する際には、科学的な専門家判断が欠かせないとしている。 

 
一方、可能の場合はComHazアプローチを適用する。ただし、その場合は保守的になり過

ぎて、さらなる検討を要する物質の真の優先順位が明らかにならない可能性があることを

指摘している。また、標準又は修正ComHazアプローチのいずれかを適用する際に、いくつ

かの類縁UVCBsをグループとして検討した方がよい場合もある。そのような物質群につい

ては、グループ内のすべての物質についての情報を“リードアクロス”的に網羅し、グル

ープ全体についての結論を出せば、グループ内のデータの豊富な物質についての結論をデ

ータの乏しい物質へと外挿することができるとしている。 

 

                                                                                                                                                                       
30 Final Integrated Framework for the Health-Related Components of Categorization of the Domestic 
Substances List Under CEPA 1999 
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図 2.3.3 ComHaz のエンドポイント階層 
（出典：Final Integrated Framework for the Health-Related Components of Categorization of the 
Domestic Substances List Under CEPA 1999） 
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表 2.3.1 ComHaz のエンドポイントごとの基準 
（出典：Final Integrated Framework for the Health-Related Components of Categorization of the 
Domestic Substances List Under CEPA 1999） 
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2) 環境省によるカテゴリゼーション 

DSLの物質を残留性、生物蓄積性、人以外の生物への本質的な毒性（iT）を有することを基

準として、分類した31。 

 

残留性（P）基準 

 残留性は環境中で残留する時間、半減期で評価する。土壌や底質など各環境媒体で評価され、

その半減期は以下となっている。 

大気中半減期： ≧2 日 

水中半減期： ≧6 ヶ月  

底質中半減期： ≧1 年 

土壌中半減期： ≧6 ヶ月  

  

 また、遠隔地からの移動性を有する物質の残留性は、長距離移動性（LRT：long-range transport）

の該当する証拠も残留性を決定するために考慮する。 

  

生物蓄積性（B） 

 生物蓄積性は水系環境や汚染された食物摂取経由によって、直接的に生物中に取り込まれる

過程を示す用語で、生物蓄積係数（BAF）や生物濃縮係数（BCF）やオクタノール/水分配係

数で表される。生物蓄積性のカテゴリー基準は以下である。 

 

BAF≧5000  

 or   

BCF≧5000 

or 

logKow≧5 

  

毒性（iT） 

 本質的な毒性とは、”CEPA toxic”と区別して使われ、生物への物質の毒性を表す。これら

は、実験室条件で試験されたりした生物への毒性影響を示す濃度によって表される。カナダ環

境省では、多くの試験データや QSAR モデルが急性エンドポイントで得られることから、慢

性毒性より急性毒性試験の使用を選択する。 

 

急性 LC50  ≦1 mg/L 

慢性 NOEC ≦0.1 mg/L  

 
                                                        
31 http://ec.gc.ca/substances/ese/eng/dsl/cat_criteria_process.cfm 
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UVCBsのグループ化 

カナダ環境省は、UVCBsのカテゴリゼーションを行う際に、図 2.3.4 に示すようにまず６つ

の主なカテゴリー（有機物、無機物、有機金属塩、有機金属、生物由来物質、ポリマー）にグ

ループ分け（Tier1）を行った。次に同様の性状を有するより小さなグループにさらに分類す

るため、さらにTier2、Tier3 とグループ分けを進めていき、物質のグループ化を行った。なお、

このサブグループの名前はUVCBsのタイプ、組成、同様の毒性（又は他の特性）に関連した

既知の特徴に基づき、指定される32。代表的なサブカテゴリーを表 2.3.2 に示す。 

 

表 2.3.2 有機物 UVCBs に対するグループ及びサブグループの例 
グループ サブグループ 
Polyoxyethylene • Alcohols, C6-C16, ethoxylated 

• Alcohols, C11-15-secondary, ethoxylated 
• Alcohols, C6-C15, ethoxylated propoxylated 
• Amines, C12-C22-tert-alkyl, ethoxylated 
• Amines, C8-18, unsaturated, alkyl, ethoxylated 

Amines • 1,4-Benzenediamine 
• C16-alkyldimethyl amines, N-oxides 
• Amines, C11-14-tert-alkyl, and derives 
• Di-C14-C18 and tri-C8-10-alkyl amines 
• Butanal, reaction products with alkyl- or aryl- amines 

Quaternary 
ammonium 
compounds 

• Quaternary ammonium compounds, tri-C6-12-alkylmethyl 
• Quaternary ammonium compounds, C14-18-alkyltrimethyl 
• Quaternary ammonium compounds, C12-18 alkyldimethyl 

Azo compounds • 1,3-Benzenediamine, coupled with diazotized (phenylene) (benzene) 
diamine 
• Butanamide, 2,2'-[(3,3'-dichloro[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo) 

Petrochemicals • C2-C6 alkanes 
• C14-C28 alkanes 
• Aromatic hydrocarbons; C6-C16 alkyl benzenes 
• Fuel gases: light gases, hydrogen and C1-C5 hydrocarbons 
• Kerosine: C9-C16 hydrocarbons, boiling point (b.p.) 180°C to 300°C 
• Naphtha: combination of C5-C6 hydrocarbons with b.p. 38°C to 93°C 
• Petroleum gases containing hydrogen sulphide 
• Petroleum products containing "toxic" metals (Pb, Zn, Li, and others) 
• Petroleum products: sulfonic acids, alkali metal and alkaline earth 
compounds 
• Petroleum residues: >C11 hydrocarbons containing ≥5% of 4-6-membered 
condensed 
ring aromatic hydrocarbons 
• Paraffin waxes and hydrocarbon waxes: >C20 straight / branched chain 
hydrocarbons 
• >C20 aromatic hydrocarbons 
• >C25 hydrocarbons; b.p. above 400°C 

                                                        
32 Approach for the Ecological Categorization of UVCBs on the DSL, 2005 
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表 2.3.2 有機物 UVCBs に対するグループ及びサブグループの例（続き） 
グループ サブグループ 
Esters • 1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-, or mixed C6-C8-alkyl, branched or 

linear esters 
• 1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-, or mixed C9-C18-alkyl, branched or 
linear, esters 
• Esters of 1,2,4-Benzenetricarboxylic acid 
• Acetic acid, C6-C10-branched or linear alkyl esters 
• Carboxylic acids, C5-C9, esters with mono-, or di-pentaerythritol 
• C7-C9 carboxylic acid, C12-18-alkyl esters 

 Alcohols • C6-C12 alcohols 
• C12-C20 alcohols 
• C24-C36 alcohols 
• C8-C16 alcohols, reaction products with P2O5 and other compounds 
• Octene, hydroformylation products 

Carboxylic acids Grouping is not required; only one substance is categorized “in” 

Siloxanes Will be sub-grouped later 

Other Sub-groups have not been identified yet; will be grouped / sub-grouped later 

 

 

その結果、グループ化したUVCBsについて、容易に得られる情報や化学あるいは生態毒性

分野の専門家判断に基づく定性的な手法によって、“生態毒性の関心が低い”もしくは“PBiT

検討対象”に分類した。“生態毒性の関心が低い”と分類された物質は、カナダ環境省による

さらなるカテゴリー作業は行われない。“PBiT検討対象”はさらなる段階に進み、カテゴリー

化するための適切な情報を収集し、検証する。なお、UVCBsのカテゴリゼーションの結果は

以下であった33。 

 

 PBiT 基準

満たさない

PBiT 基準

満たす

不確実 合計 

有機物 894 316 229 1,439 

生物材料 1452 120 242 1,814 

高分子 249 11 12 272 

有機金属 208 34 8 250 

有機金属塩 149 65 73 287 

無機物 160 149 2 311 

合計 3112 695 566 4,373 

 

 

                                                        
33 http://www.ec.gc.ca/substances/ese/eng/DSL/cat_progress_uvcbs.cfm 
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図 2.3.4 UVCBs のカテゴリゼーション（全体像） 

（出典：Approach for the Ecological Categorization of UVCBs on the DSL） 
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2.4 オーストラリア 

 

2.4.1 オーストラリア化学物質インベントリー（AICS） 

 

オーストラリア化学物質インベントリー（AICS：Australian Inventory of Chemical Substances）

には、1977 年 1 月 1 日から 1990 年 2 月 28 日までの間にオーストラリアに輸入又は製造され

た 38,000 以上の物質が掲載されている34。これらの物質は公開区分（Non-confidential Section）

と非公開区分（Confidential Section）に分かれている。 

 

2.4.2 工業化学品届出・審査制度法（NICNAS） 

 

 工業化学品届出・審査制度法（NICNAS：National Industrial Chemicals Notification and 

Assessment Scheme）では、申請者のためのハンドブックNICNAS Handbook for Notifiers35を作

成している。この中でUVCBsは、 

a. 組成が未知あるいは不定の化学物質 

b. 化学反応の複合生成物 

c. 動物又は植物全体以外の生物材料 

と定義されている。その他、UVCBs のデータの取り方、データの評価、リスク評価手法に関

する情報は得られなかった。 

 

2.4.3 優先既存物質（PEC） 

 

オーストラリアでは、個人又は組織が、一般人、労働者個人又は環境に対しリスクをもたら

す懸念を有する物質を優先既存物質（PEC：Priority Existing Chemicals）への選定候補に挙げる

ことができる。 

 

NICNASは定期的に候補物質を公募し、これらの候補物質の中からPECを選定する。候補物

質選定のフロー（Selection procedures foe priority existing chemicals）を図2.4.1に示す36。 

 

 

                                                        
34 http://www.nicnas.gov.au/Industry/AICS.asp 
35 http://www.nicnas.gov.au/Publications/NICNAS_Handbook.asp 
36 http://www.nicnas.gov.au/About_NICNAS/Reforms/Review_Of_The_Existing_Chemicals_Program
/Selection%20Procedures%20for%20PECs.pdf  
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図 2.4.1 PEC 候補物質の選定方法 

（出典：NICNAS (2001) Selection Procedure for Priority Existing Chemicals ） 
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公募段階の終了時に、NICNASは要件（法的に該当するかどうかなど）を満たさない物質を

除外するための初期スクリーニングを実施する。残った物質がベースリストに載せられる。 

ベースリスト上の物質は、健康／環境影響や用途パターン、量、物理化学的性状のデータを

収集した後、選定作業を2段階に分けて行う。健康影響はNICNAS、環境影響はEnvironment 

Australia（EA）が担当する。 

 

第1段階では、入手データに対し健康及び環境影響の選定基準を適用し、ハザードと特殊な

懸念（海外での厳しい規制など）の高・中・低をそれぞれ判定する。この段階でベースリスト

に残る物質は、 

健康影響：ハザード、特殊な懸念ともに低でない 

環境影響：以下のいずれかを満たす 

・ 環境運命（残留性／生物蓄積性）、生態毒性（急性／慢性水生毒性）、

特殊な懸念のいずれか１つのカテゴリーが高 

・ すべてのカテゴリーが中 

・ 環境運命データなし 

・ 水生毒性データなし 

 

第2段階では、用途パターン、暴露、製造・輸入量などに応じて、暴露可能性の高・中・低

を判定する。この段階でベースリストに残される物質は、 

・ ハザード又は特殊な懸念のいずれかが高 

・ ハザード又は特殊な懸念が中、暴露が高 

・ ハザード又は特殊な懸念が中、暴露が中 

 

 また、以下の物質は、スタンバイ物質としてベースリスト上に残される。 

・ ハザード及び特殊な懸念ともに不明 

・ ハザード又は特殊な懸念が中、暴露が不明 

・ ハザード又は特殊な懸念が低、暴露が不明 

 

さらに専門家パネルで、スタンバイ物質も含めたベースリスト上の物質のレビューを行い、

候補物質を選定する。スタンバイ物質以外の物質で候補物質に選定されなかった物質はベース

リストから除外される。 

候補物質リストの中から、 終的には社会的、規制的な面まで考慮して、PEC物質が決定さ

れる。なお、PEC物質の選定におけるUVCBsのデータの取り方、データの評価、リスク評価手

法に関する情報は得られなかった。 
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2.5 OECD 

 

高生産量マニュアル37の中の化学物質カテゴリーの作成と使用の手引きの章について、モノ

グラフ 28「GUIDANCE ON SPECIFIC TYPES OF CATEGORIES」を引用し、UVCBsのカテゴリ

ー化方法を紹介している。なお、この文章の内容は、REACHの情報要件及び化学品安全性評

価に関するガイダンス（Guidance on information requirements and chemical safety assessment）に

引用されていた。 

 

                                                        
37 http://www.oecd.org/document/7/0,3343,en_2649_34379_1947463_1_1_1_1,00.html 
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2.6  UNEP GHS 

 

国際石油産業環境保全連盟（ IPIECA： International Petroleum Industry Environmental 

Conservation Association）は UNEP GHSのサブグループに特定の石油物質に適用できるUVCBs

ガイダンス（Application of GHS criteria to substances of unknown or variable composition, complex 

reaction products or biological materials (UVCB), in specific petroleum substances）を提案している38。 

このガイダンスは、石油系物質の分類と表示に対して一貫したアプローチをとりやすくする

ことを目的としている。このアプローチは既存あるいは提案されるかもしれない特定の規制と

は関係なしに作成されたもので、GHS 下で全世界の石油企業が推奨するアプローチを表して

いる。補足ガイダンスの枠組みには以下の認識が含まれている： 

(a) 石油系物質とは物質であり混合物ではない。 

(b) 石油系物質を論理的に類似物質のグループに分けることで、一貫した分類のためのリ

ードアクロスがしやすくなり、不必要な動物試験を 小限に抑えられる。 

(c) 物質自体のデータ又は類似物質についてのリードアクロスデータがない場合は、分類

を決める際にある種の有害な成分について考慮すべきである。 

 
1) 分類のための石油系物質のグループ化 

石油系物質は通常、出発原料、生産工程及び沸点のような物理化学的性状や炭素数の範囲を

用いて記述される。入手情報を 大限活用し、動物試験を極力控えるため、石油系物質を“類

似”物質のグループ又はカテゴリーに振り分けることができる。 

グループ内のすべての石油系物質は類似の出発原料から得られており、同様の物理化学的性

状を有し、一般的に化学組成も類似しているため、これらの物質は広い意味で同様の有害性を

示すというのが、そのようなグループ化の根拠としている。 

 

データが存在するかあるいはリードアクロスが可能な石油系物質グループは以下である。 

(a) Crude oil  （原油） 

(b) Petroleum gases （石油ガス） 

(c) Naphthas/gasolines  （ナフサ／ガソリン） 

(d) Kerosines  （ケロシン） 

(e)  Gas oils  （軽油） 

(f) Heavy Fuel oils  （重油） 

(g) Residual aromatic extracts  （芳香族抽出残留分） 

(h) Distillate aromatic extracts  （芳香族抽出留分） 

(i) Treated distillate aromatic extracts （芳香族抽出留分処理油） 

(j) Lubricant base oils  （潤滑基油） 

                                                        
38 http://www.unece.org/trans/main/dgdb/dgsubc4/c42009.html 
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(k) Petroleum waxes  （石油ワックス） 

(l) Petrolatums  （ワセリン） 

(m) Foots oils  （蝋下油） 

(n) Slack waxes  （粗蝋） 

(o) Bitumens (Asphalts) and Vacuum residues （アスファルト及び減圧残油） 

(p) Petroleum cokes （石油コークス） 

 

 このリストは、石油系物質の主要なグループを反映している。地域によっては、その地域の

規制要件を満たすために、主要グループがサブグループに分けられていることもある。グルー

プ化についてのより詳細な情報は米国石油協会（API：American Petroleum Institute）及び欧州

石油環境保全連盟（CONCAWE：Conservation of Clean Air and Water in Europe）を通じて入手可

能である。 

 

2) GHS 下での石油系物質の分類 

GHS は物質又は混合物について試験データが入手されている場合は、これらのデータに基

づいて、その物質又は混合物の分類を行うという原則を定めている。そのような原則は石油系

物質にも適用される。 

 

物質自体についての試験データがない場合は、類似物質からのリードアクロスを適用する。

各グループ内の石油系物質は同様の物理化学的性状と化学的組成を有しているため、ハザード

も同様のはずである。組成が類似していれば、グループ間のリードアクロスも可能であるが、

リードアクロスができるかどうかはケースバイケースである。 

 

物質自体についてのデータが入手できず、リードアクロスも信頼できないことがある。石油

系物質はそれ自体が有害と分類されるような成分を含有している可能性がある。GHS には、

「物質又は混合物の不純物、添加物又は個別の成分が特定され、それ自体が分類されている場

合は、それらがその有害クラスのカットオフ値／濃度上限を超えているならば分類の際に考慮

すべきであることに留意せよ」と記されている。物質全体についての具体的データがない場合

は、そのような有害成分の量と重篤度が物質全体の分類のベースとなるであろうとしている。 

 異なる石油系物質グループ内に出現する可能性のある懸念される潜在的な有害成分を表

2.6.1 に示す。 
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表 2.6.1 石油系物質のグループとその中の特殊な（潜在的に有害な）成分 

石油系物質グループ 関連する有害クラス 懸念される潜在的有害成分 

Crude oil 発がん性、変異原性、急性毒性 硫化水素 a、 ベンゼン b、 PAH c 

Petroleum Gases 発がん性／変異原性、急性毒性 1、3-ブタジエン d、 硫化水素 a 

発がん性／変異原性 ベンゼン b 

特殊標的臓器毒性 n-ヘキサン、 トルエン、 ベンゼン

Naphthas / Gasolines 

生殖影響 n-ヘキサン、 トルエン、キシレン 

Kerosines ------ ------ 

Gasoils 発がん性 PAH c 

Heavy fuel oil 発がん性、急性毒性 PAH c、 硫化水素 a 

Residual aromatic 

extracts 
------ ------ 

Distillate aromatic 

extracts 
発がん性 

PAH c 

Treated distillate 

aromatic extracts 
発がん性 

PAH c 

Lubricant base oils 発がん性 PAH c 

Petroleum waxes ------ ------ 

Petrolatums 発がん性 PAH c 

Foots oils 発がん性 PAH c 

Slack waxes 発がん性 PAH c 

Bitumens (asphalts) 

and vacuum residues 
------ ------ 

Petroleum cokes ------ ------ 
a  硫化水素は石油系物質のいくつかのグループから放出される急性毒性ガスである 
b  ベンゼンは IARC でグループ 1（ヒトに対して発がん性あり）に分類される。 
c  3 から 7 の縮合環を有する数種の多環芳香族（PAH）は IARC でグループ 1（ヒトに対して発が

ん性あり）とグループ 2（ヒトに対して恐らく発がん性がある/ヒトに対して発がん性があるか

もしれない）に分類される。 
d  1、3-ブタジエンは IARC でグループ 1（ヒトに対して発がん性あり）に分類される。 
（出典：(IPIECA) Application of GHS criteria to substances of unknown or variable composition, 
complex reaction products or biological materials (UVCB)） 
 

 なお、環境影響の分類については、物質全体についての試験データ又は類似物質へのリード

アクロスを用いて、GHS に示されている原則が適用できるとしている。いくつかの健康ハザ

ードクラスへの分類と異なり、石油系物質の生分解性及び生物蓄積性について分類するために、

成分のデータを使用するのは適当ではない。石油系物質は複合物質であるため、特殊な試験法

が必要となる場合もあり、その環境試験の具体的ガイダンスは GHS に示されている。 
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3 UVCBs に関する評価事例 

 

第 1 章での報告の通り、EU、米国、カナダ、オーストラリアについて UVCBs に対するリス

ク評価に関するガイダンスは今回の調査では確認できなかったが、UVCBs に分類される物質

について、オーストラリアのリスク評価事例が公開されていた。 

その他にも、EU の PBT 評価、米国の高生産量物質のハザードキャラクタリゼーション、カ

ナダのカテゴリゼーションによるグループ化など各国で実施されている UVCBs に関連した評

価事例を報告する。 

 

3.1 オーストラリアのリスク評価 

 

Non-Priority Existing Chemical Assessment Reportsの中で、UVCBsに該当するComplex Soap TH 

17 のリスク評価結果39の概要を以下に記す。 

 

1) 物性情報 

物質名は Complex Soap TH17 で、3 成分からなる UVCBs のバリウム塩であるが、その他、

化学名称、CAS 番号、分子量、分子式などは丸秘情報であった。なお、物性情報は表 3.1.1 に

まとめた。 

 

2) 労働者暴露 

 Complex Soap TH17 はそのまま使えるグリースの成分（<35%）として、バケツやドラム缶

詰で輸入されている。そのため、輸入や流通業の作業者への暴露はパッケージが破損した場合

を除けば無視できる。 

また、輸入された Complex Soap TH17 の半分以上は、製造現場で使用される。グリースを塗

るシステムは一般に閉鎖系で自動化されているため、暴露は 小である。しかしながら、準備、

清掃、保守の工程で漏れたりこぼれたりしたグリースに暴露される可能性がある。その場合、

これらの作業での労働者の主な暴露経路は、経皮経由である。 

自動車の整備工や保守現場の機械工はブラシ、ヘラ、グリースガンなどを用いて人力でグリ

ースを塗っているため、経皮暴露は起こっても、短期間で断続的である。 

                                                        
39 http://www.nicnas.gov.au/Publications/CAR/Other/Complex_Soap_TH17.asp 
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表 3.1.1 Complex Soap TH 17 の物性情報 
 試験結果 備考（試験ガイドラインなど） 
性状 白色固体  
比重 1219 kg/m3 at 20℃ EC 92/69/EEC A.3; OECD TG 109 
融点 270℃（分解） EC 92/69/EEC A.1; OECD TG 102 
蒸気圧 <8×10-8 Pa at 25℃ 沸点から修正 Watson の相関式で推算

水溶解度 219mg /L（DOC 測定）at 20℃ EC 92/69/EEC A.6; OECD TG 105 
 <10 mg/L (水分散液から抽出した

Ba イオン濃度) 
<1g/L （目視の溶解度） 

 

Log Kow 0.9 （成分 I） 
9.2 （成分 II） 
18 （成分 III） 

水及びオクタノールへの溶解性がと

もに低いので分配係数の測定は困難

なため、Leo-Hansch 法の分子フラグメ

ントにより推算 
加水分解 測定できない 低水溶解度のため、加水分解性を測定

できない 
吸脱着性 
（LogKoc） 

1.9 （成分 I） 
6.2 （成分 II） 
11.2 （成分 III） 

LogKow からの推算 
（Log Koc = 0.544×logKow + 1.377） 

解離定数 
（pKa） 

4.9 （脂肪族カルボン酸） 
22.7 （アミド） 

TaftとHammettの相関に基づく自由エ

ネルギーによる推算 
粒子サイズ 測定できない 基油中で合成されているので、グリー

スから分離できない 
引火点 測定できない 蒸気圧が低いため 
可燃限界 高可燃性でない 発火源を近づけても、白熱し黒くなる

が、燃焼反応は続かない 
自己発火温度 315℃ 92/96/EEC A.16 
表面張力 70 mN/m at 20℃ 92/96/ECC、 A5; OECD TG 115 
生分解性 易分解性でない（16.8% at 28day） OECD TG 301F 
魚類毒性 LC50   測定できない 

NOEC  測定できない 
OECD TG 203 
溶解度限界まで毒性なし 

ミジンコ毒性 LC50  測定できない 
NOEC  測定できない 

OECD TG 202 
溶解度限界まで毒性なし 

水生植物毒性 ErC50 >100 mg/L 
NOEC  25 mg/L 

OECD TG 201 
 

活性汚泥 EC50  >1000mg/L 
NOEC 測定できない 

OECD TG 209 

急性毒性 経口 LD50  >2000 mg/kg bw 
経皮 LD50  >2000 mg/kg bw 
吸入毒性データなし 

OECD TG 423 
OECD TG 402 

刺激性 皮膚： 刺激性なし 
目 ： 軽微な刺激が見られた 

OECD TG 404 
OECD TG 405 

感作性 皮膚 感作性は見られなかった OECD TG 406 
反復投与 NOAEL  150 mg/kg bw OECD TG 407 
遺伝毒性 細菌 ： 陰性  

In vitro： 陰性 
In vivo： 毒性データなし 

OECD TG 471 
OECD TG 473 
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3) 一般人への暴露 

 この物質が含まれる潤滑油は家庭用には使用されず、工業用途を通じた一般人への暴露は無

視できる。Complex Soap TH17 による重大な暴露は、輸送中の漏洩事故以外にはあり得ないと

考えられている。また、漏洩事故が起こった場合は、漏洩物は回収され、適切な廃棄物容器に

入れられる。すべての廃棄物は州の法律に従って許可を受けた業者によりリサイクル又は焼却

処理される。 

 

4) 環境中への暴露 

 Complex Soap TH17 は OECD TG 301F で易分解性でなかったが、埋立地ではある程度生分解

されることが予想される。含有成分 II 及び III は logKow が高く、水溶解度が低いことから、

土壌及び底質に分配し、環境中を移動しない。一方、適度に溶解する成分 I は分配係数が低い

ことから、土壌中で移動する可能性があるが、アニオン型なので土壌表層の金属イオンと結合

し移動しない。生物蓄積性データはないが、水系への暴露が低いことから、生物蓄積は起こり

そうもない。 

 Complex Soap TH17 はそのまま使えるグリースの成分として使用され、そのほとんどが回収、

焼却されることにより、水蒸気及び炭素と窒素の酸化物になる。少量が埋立地に捨てられる。

易分解性でなく、比較的高い分配係数で低い水溶解度の成分を有するため、土壌及び底質に結

合し、ゆっくりと分解されるので、環境生物への暴露の可能性は低い。 

 

5) 人影響評価 

5-1) 毒性動態と代謝 

Caco-2 細胞系を用いた腸管膜透過性試験では、透過性は低く、水溶解度も低いことから、消

化管を通したバイオアベイラビリティーは低いと考えられる。 

 

5-2) 実験動物での毒性  

急性毒性 

ラットを用いた経口及び経皮毒性試験におけるLD50はいずれも2000 mg/kgbw以上であ

った。 

 

刺激性及び感作性 

ウサギを用いた Draize 試験では、わずかに眼刺激性が示された。ウサギ皮膚への刺激性

はなく、モルモットへの皮膚感作性も陰性であった。 

 

反復毒性 

28 日間経口反復投与試験では、高濃度区（750mg/kg）のオスで摂餌量と体重増加、メス

で脾臓と副腎の相対重量が減少し、投与との関連性があると考えられた。組織病理的変化
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は見られなかった。NOAEL は 150mg/kg bw であった。 

 

遺伝毒性 

細菌試験は陰性、チャイニーズハムスターV79 細胞を用いた染色体異常試験でも染色体

異常誘発性は見られなかった。ただし、後者の試験では水溶解度が低いために通常より試

験濃度が低かった。In vivo 遺伝毒性データは提出されていない。 

 

他のエンドポイント 

生殖毒性及び発がん性の評価のための試験結果は提供されていない。 

 

5-3) 人への健康影響 

新規物質申請時には、人への影響についての情報は入手されていない。2 次申請時に届出者

から提出された情報では、作業環境での人への有害影響は示されていない。 

 

5-4) ハザードに基づく規制上の分類 

作業場で使用される化学物質が有害かどうかを判断するための基準 Approved Criteria for 

Classifying Hazardous Substances に従った健康影響の分類は、試験研究（動物及び in vitro 試験）

に基づいて行われる。この物質を評価したところ、Hazardous Substances Information System 中

で、吸入及び飲み込むと有害（R20/22）と記載されているバリウム塩と類似していると推測さ

れるため、有害であると判定され、吸入及び飲み込むと有害（R20/22）と分類された。 

2 次申請時に提供された新規データを含めた全体的なデータに基づくハザード分類は、以下

である。 

 

物理化学的ハザード 

この物質及びオーストラリア国内に輸入される予定の含有製品について、物理化学的ハ

ザードは示されていない。爆発を招くような不安定又は高エネルギーの化学基は含んでお

らず、酸化剤となるような化学基もない。 

 

健康ハザード 

急性毒性 

OECD TG423 及び OECD TG402 に従って実施された急性経口及び経皮毒性試験におい

て、毒性は低いことが示された。急性吸入毒性試験データは提供されていない。さらに、

水溶性は低く水溶液中でのバリウムイオンの抽出性が低いことから、消化管中でのこの物

質及びバリウム塩のバイオアベイラビリティーは低いことが示される。 

入手されているデータに基づき、この物質は NOHSC（National Occupational Health & 

Safety Commission：労働安全衛生委員会）基準下では急性毒性があるとは分類されない。 
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5-5) 結論 

入手されているデータに基づき、この物質は NOHSC 基準では、有害であるとは分類されな

い。 

  

6) 環境影響評価 

 溶解度限界で毒性が低く、PNEC は計算できない。Complex Soap TH17 は魚類、ミジンコ類、

微生物に対して溶解限度まで毒性は見られないが、藻類については溶解限界以下で毒性が見ら

れた。水生環境への暴露が限られているため、生物蓄積性は予想されない。 

 

7) 人健康のリスクキャラクタリゼーション 

7-1) 重大な健康影響 

動物への急性又は反復処理による有意な全身毒性影響は示されていない。これは、この

UVCBs から解離するバリウム塩（毒性の可能性あり）の経口及び経皮バイオアベイラビリテ

ィーが低いことと合致する。 

動物の皮膚及び眼に対する局所処理後に目立った局所的毒性影響は示されていない。 

 

7-2) 作業者健康リスクの推定 

経皮暴露が作業者暴露の主なルートと推測される。皮膚刺激性又は皮膚感作性はないが、人

での経験から潤滑剤やグリース製品に繰り返し、又は長期にわたり皮膚が接触すると皮膚刺激

や皮膚炎（脂漏性湿疹や毛嚢炎）を生じることがある。 

輸入又は流通業の作業者への健康リスクは、包装が破損しない限り無視できる。新しい機械

の製造現場では、システムが閉鎖され自動化されているため、暴露は 低限であると考えられ

る。しかし、調製、洗浄、保守の工程では、手袋、保護眼鏡、防護服の着用が報告されている。

個人が保護具を装着すれば、製造現場での有害な健康影響のリスクは低い。 

保守現場の整備工や他の機械工は、既存の機械に対し人手でグリースを塗っている。皮膚へ

の接触が繰り返し又は長期にわたると有害な皮膚への影響が起こるかもしれないが、 

全体としては、作業環境下での作業者の健康と安全への懸念は低い。 

 

7-3) 一般への健康リスクの推定 

この物質は、工業用に使用されるグリースの成分にすぎないので、オーストラリアの一般人

が使用するために入手することはできない。一般人の暴露可能性と毒性プロファイルが低いこ

とから、一般人の健康へのリスクは無視できると考えられる。 

 

7-4) 結論 

オーストラリアでの使用の現状では、一般人又は作業者の健康に対し、重大なリスクはもた

らさない。 
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8) 環境影響のリスクキャラクタリゼーション 

 Complex Soap TH17 はそのまま使えるグリースの成分として使用され、ほとんどが回収、焼

却されることにより、水蒸気及び炭素と窒素の酸化物となる。少量は、主に廃棄されたプラス

チック容器を介して、埋立て処分される。易生分解性でなく（28 日間以上で<20%）、高い分

配係数と低い水溶解度を有するため、土壌や底質と結びつき、ゆっくりと分解される。Complex 

Soap TH17 は申請者が示した方法や濃度で使用した場合、環境へのリスクは小さい。 

 入手されている情報から、Complex Soap TH17 の使用による環境へのリスクは低い。 
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3.2 EU PBT 評価 

 

UVCBsとして扱われている高温コールタールピッチ（CTPHT）は数千もの物質を含んでい

る。EUのPBT評価では、その成分の中で多環芳香族物質が重要であるとのことから、特に米

国環境庁が指定している 16 種の多環芳香族物質（16 EPA-PAHs）の性状に注目してPBT評価を

実施した40。 

 

表 3.2.1 高温コールタールピッチ中の 16 EPA-PAHs 濃度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（出典：http://ecb.jrc.ec.europa.eu/documents/PBT_EVALUATION/PBT_sum054_CAS_ 
65996-93-2.pdf） 
 

1) 残留性 

非生物分解性に関しては、PAH は大気中で OH あるいは NO3 ラジカル、大気中のオゾンに

より酸化され、ベンゼン環が 2 から 4 個の PAH の大気中半減期は 2 日以下である。また、ベ

ンゼン環の数の大きな PAH は大気中粒子に吸着し、分解速度は遅くなり、ベンゼン環が 4 か

ら 6 個の PAH の半減期は実験では 1 時間から 8 日まであった。また、加水分解はしにくい。 

生分解性に関しては、ベンゼン環が 4 までの PAH は好気性条件下のスクリーニング試験に

て本質的生分解で、ベンゼン環の数の大きな PAH は非常にゆっくり分解する。また嫌気性に

て分解するとの報告もあるが、無視できると考えられる。また、EU リスク評価の半減期情報

から、CTPHT 中の PAH のほとんどは土壌及び底質中半減期が 420 日以上であることから、P/vP

基準を満たすと判断された。 

 

                                                        
40 http://ecb.jrc.ec.europa.eu/documents/PBT_EVALUATION/PBT_sum054_CAS_65996-93-2.pdf 
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2) 生物蓄積性 

CTPHT は組成が不定であるために生物蓄積性について確かな結論を出すことが難しいが、

CTPHT 中に存在する 16 種の EPA-PAHs 類の水生生物の BCF は多くの場合 5000 を超えていた

ため、vB 基準を満たすとした。 

 

3) ヒト健康影響 

変異原性：コールタール、コールタール廃棄物、コールタール製品、個々の PAH など多数

の遺伝毒性試験は遺伝毒性を実証している。危険な調剤の分類、包装、表示に関する理事会指

令 1999/45/EC によると、変異原性カテゴリー1 あるいは 2 が 0.1%以上含まれている調剤は、

変異原性カテゴリー1 あるいは 2 に分類される。CTPHT は様々な量の変異原性の PAH を含ん

でおり、個々の変異原性は事実上、相加される。 

よって、CTPHT,CTPVHT、コールタール、コールタール廃棄物、コールタール製品、個々

の PAH の得られた遺伝毒性試験データとほとんどの事例で CTPHT 中の変異原性カテゴリー2

の量が 0.1%以上（重量基準）と推算されることから、変異原性カテゴリー2 の CTPHT の分類

は T;R46 と提案される。 

 

発がん性：CTPHT、CTPVHT の発がん性の実験及び疫学データや IARC の評価に基づき、

CTPHT、CTPVHT は発がんカテゴリー1 として分類される。 

 

生殖毒性：CTPHT は生殖毒性カテゴリー2 と分類されるベンゾ[a]ピレンが 1.5%まで含まれ

ている。危険な調剤の分類、包装、表示に関する理事会指令 1999/45/EC によると、生殖毒性

カテゴリー2 が 0.5%以上含まれている調剤は、生殖毒性と分類される。これらの理由から、

CTPHT は生殖毒性と分類することを提案する。 

 

4) 環境影響 

 CTPHT の様々な成分はこの化合物の毒性の確実な結論を妨げるが、CTPHT 中に含まれる 16

種の PAH は、CTPHT を毒性ありと分類するかなり毒性が１つあるいはそれ以上の環境媒体中

で示される。さらに、CTPHT は発がん、変異原性、生殖毒性と分類される。 

 

5) PBT/vPvB評価 

CTPHT に含有される PAH類の大半の土壌及び底質中半減期は 420日以上であることから、

P/vP 基準を満たす。含有される PAH 類の一部は、B/vB 基準を満たす（イガイ又は魚類の BCF

に基づく）。含有 PAH 類の多くは、人又は生態毒性に基づき T 基準を満たす。 

製品自体の PBT 特性は、組成が不定であるために評価できないが、大半の（高分子の）PAH

類が CTPHT中に 1%以上含有されていることから、CTPHTは PBT/vPvBであると結論づけた。 
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（参考）EU の PBT/vPvB 評価クライテリア 

 PBT vPvB 

残留性 ・海水中半減期 >60 日 

・淡水/河口水中半減期 >40 日 

・海水底質中半減期 >180 日  

・淡水/河口水底質中半減期 >120 日 

・土壌中半減期 >120 日 

・海水/淡水/河口水中半減期 >60 日  

・海水/淡水/河口水底質中半減期>180 日

・土壌中半減期 >180 日 

生物 

蓄積性 

BCF >2000 L/Kg BCF >5000 L/Kg 

毒性 ・ 海水/淡水生物 NOEC<0.01mg/L  

・ 発がん性（category 1 又は 2）,変異

原性（category 1 又は 2）, 生殖毒性

（category 1 又は 2）に分類 

・ 慢性毒性のその他の証拠 
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3.3 米国 高生産量物質のハザードキャラクタリゼーション 

 

Chemicals Assessment and Management Program（ChAMP）の中で、収集されたデータを基に、

高生産量物質のハザードキャラクタリゼーションを行っている。この中でUVCBsに該当して

いるカシューナッツ殻液（CNSL）での物理化学性状などのデータ収集の事例を記す41。 

 

天然（非熱・溶剤抽出）のカシューナッツ殻液（CNSL）は、約 70%のアナカルジル酸、18%

のカルドール、5%のカルダノールを含有している。アナカルジル酸、カルドール、カルダノ

ールはそれぞれアルキル側鎖に様々な不飽和結合を含む成分の混合物である。 

一方、工業用（熱抽出）の CNSL では、熱処理の工程でアナカルジル酸が脱カルボキシル化

されてカルダノールが生成される。そのため、典型的な工業用 CNSL の組成は、52%のカルダ

ノール、10%のカルドール、30%のポリマー様物質である。工業用の CNSL はポリマー様物質

を除去するために、さらに減圧蒸留の工程にかけられることが多く、蒸留後の工業用 CNSL（カ

ルドライト NC 511）は、約 78%のカルダノール、8%のカルドール、2%のポリマー様物質、

<1%の 2-メチルカルダノール、2.3%のヘプタデシルトリエン同族体、3.8%ヘプタデシルジエ

ン同族体から成り、残りは他のフェノール同族体である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

カシューナッツ殻液中のアナカルジル酸、カルダノール、カルドールの構造式 

                                                        
41http://iaspub.epa.gov/oppthpv/public_search.publicdetails?submission_id=33753&ShowComments=
Yes&sqlstr=null&recordcount=0&User_title=DetailQuery%20Results&EndPointRpt=Y 

  57



カシューナッツ殻液のハザードキャラクタリゼーションを行う上で収集された物性情報を

表 3.3.1 にまとめた。生分解性試験では蒸留したカシューナッツ殻液を用いて試験が実施され

ていたが、その他の物性測定で使用された試験サンプルの詳細は不明であった。また、QSAR

による推算値が報告されていた光分解、魚類急性毒性、ミジンコ急性毒性、水生植物毒性では

カルドール及びカルダノールそれぞれの不飽和、モノエン、ジエン、トリエン側鎖の構造式を

基にして推算が行われていた。 

 

表 3.3.1 カシューナッツ殻液の物性情報 

 試験結果 備考 
融点 試験不要 常温下で液体 
沸点 試験不要 沸騰の前に重合や熱分解の影響を受けるため、

常圧での沸点は重要でない 
蒸気圧 3.8×10-7 mmHg at 25℃

（実測） 
試験サンプル詳細不明 

水溶解度 0.305 mg/L at 20℃（実測） 試験サンプル詳細不明 
Log Kow > 6.2（実測） 試験サンプル詳細不明 
生分解 易分解性 

（96%、28 日後) 
蒸留したカシューナッツ殻液を用いて試験 

加水分解 安定 加水分解を官能基がない 
光分解 0.351-1.254 時間（推算） カルドール及びカルダノールそれぞれの不飽

和、モノエン、ジエン、トリエン側鎖の構造式

から QSAR により推算 
生物蓄積性 BCF=4.5（推算） 詳細不明 
Log Koc 7.5-8.6（推算） 詳細不明 
魚類急性毒性 96h LC50=0.001mg/L 

（推算） 
カルドール及びカルダノールそれぞれの不飽

和、モノエン、ジエン、トリエン側鎖の構造式

から QSAR により推算 
ミジンコ急性

毒性 
96h LC50=0.004mg/L 
（推算） 

カルドール及びカルダノールそれぞれの不飽

和、モノエン、ジエン、トリエン側鎖の構造式

から QSAR により推算 
水生植物毒性 96h LC50=0.01mg/L 

（推算） 
カルドール及びカルダノールそれぞれの不飽

和、モノエン、ジエン、トリエン側鎖の構造式

から QSAR により推算 
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3.4 カナダ カテゴリゼーションのグループ化 

 

UVCBsに対するカテゴリゼーションのうち、グループ化した有機物のUVCBsに対する評価

事例をまとめた42。 

 

1) Alcohols, C6-C15, ethoxylated propoxylated 

(a) 物質のグループ化 
 グループ サブグルー

プ 
物質 

Organic  

UVCBs 

Polyoxyet

hylenes 

Alcohols, 

C6-C15, 

ethoxylated 

propoxylated 

68937-66-6  Alcohols, C6-12, ethoxylated propoxylated 

68603-25-8  Alcohols, C8-10, ethoxylated propoxylated 

68154-97-2  Alcohols, C10-12, ethoxylated propoxylated 

69013-18-9  Alcohols, C8-18, ethoxylated propoxylated 

69227-22-1  Alcohols, C10-16, ethoxylated propoxylated 

78330-23-1 Alcohols, C11-14-iso-, C13-rich, ethoxylated

 propoxylated 

68551-14-4 Alcohols, C11-15-secondary, ethoxylated prop

oxylated 

 

(b) PBiT 評価 

グループ化した物質のうち 3 物質について、実験による急性水生毒性データ（1.3～100mg/L）

があり、一部の物質の急性水生毒性の予測値はすべて 1mg/L 以上であった。よって、上記 7

物質のサブグループ全体が iT のカテゴリゼーション基準である 1mg/L を満たさないと結論づ

けられた。また、推算値によればこれらの物質は P 基準や B 基準も満たさない。 

したがって、“Alcohols, C6-C15, ethoxylated propoxylated”のサブグループ全体について、カテ

ゴリゼーション基準を満たさないことが提案された。 

                                                        
42 The Use of a Category Approach for Ecological Categorization of the Organic UVCBs on the DSL 
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2) Aromatic hydrocarbons, C6-C16 alkyl benzenes 

(a) 物質のグループ化 

 グループ サブグループ 物質 

Organic  

UVCBs 

Polyoxyet

hlenes 

Aromatic 

hydrocarbons, 

C6-C16 alkyl 

benzenes 

68608-80-0  Benzene, C6-12-alkyl derivs. 

68648-86-2  Benzene, C4-16-alkyl derivs. 

68988-79-4  Benzene, C10-12-alkyl derivs., distn.  

Residues 

67774-74-7  Benzene, C10-13-alkyl derivs. 

68442-69-3  Benzene, mono-C10-14-alkyl derivs. 

68648-87-3  Benzene, C10-16-alkyl derivs. 

 

(b) PBiT 評価 

グループ化した物質のうちの 4 物質について、急性水生毒性の実験値は 0.009-0.08 mg/L で

あったため、6 物質のサブグループ全体が iT のカテゴリゼーション基準 (<1mg/L)を満たすと

結論づけられた。また 1 物質の logKow の実験値は 7.35 であったため、生物蓄積性のクライテ

リア（logKow >5）を満たすことから、サブグループ全体が B のカテゴリゼーション基準を満

たすと結論づけられた。 

したがって、Aromatic hydrocarbons, C6-C16 alkyl benzenes のサブグループはカテゴリゼーシ

ョンのクライテリアを満たすことが提案された。 

 

3) C6-C12 alcohols 

(a) 物質のグループ化 
 グループ サブグループ 物質 
Organic  

UVCBs 

Alcohols C6-C12 

alcohols 

68603-15-6  Alcohols, C6-12 

70914-20-4  Alcohols, C6-8-branched 

68526-83-0  Alcohols, C7-9-iso-, C8-rich 

68526-84-1  Alcohols, C8-10-iso-, C9-rich 

85566-13-8  Alcohols, C8-12 

68526-79-4  Hexanol, branched and linear 

66455-17-2  Alcohols, C9-11 

68551-08-6  Alcohols, C9-11-branched 

68526-85-2  Alcohols, C9-11-iso-, C10-rich 

 

(b) PBiT 評価 

グループ化した物質のうちの 1 物質の実験による残留性データ（82%生分解）があることか

ら、サブグループ全体が P のカテゴリゼーション基準を満たさないと結論づけられた。なお、

  60



推算データからもサブグループのすべての物質は残留性でなかった。 

3 物質の実験による分配係数（log Kow＝3.6～3.9）があり、すべて 5 以下であることから、

サブグループ全体が B 基準を満たさないと結論づけられた。生物蓄積性の推算値からもすべ

ての物質が生物蓄積性ではなかった。 

6 物質の実験による急性水生毒性データ（3.1～97.7 mg/L）があり、9 物質すべての急性水生

毒性予測値はすべて 1mg/L 以上であった。よって、上記 9 物質のサブグループ全体が iT カテ

ゴリゼーション基準を満たさないと結論づけられた。 

 したがって、“C6-C12 alcohols” サブグループ全体がカテゴリゼーション基準を満たさない

ことが提案された。 
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4 技術ガイダンスにおける UVCBs のリスク評価の国際整合性 

 EU、米国、カナダ、オーストラリア、OECD、UNEP での UVCBs への取組状況を踏まえ、

化審法のリスク評価技術ガイダンスにおける UVCBs の評価の国際整合性を UVCBs の定義、

データの取得やリスク評価方法について、表 4.1 に整理した。 

 

1) UVCBsの定義 

 EU、米国、カナダ、オーストラリアでは、新規化学物質の届出を規制する法律にて、単一

成分物質のように明確に構造が定義できる化学物質とは違い、構造が定義できない化学物質を

UVCBs として定義していた。なお、物質全体としての構造は定義できないが、石油物質や反

応生成物で含有成分の一部が分かっている物質も UVCBs の定義に含まれていた。 

 

化審法のリスク評価技術ガイダンスでは、UVCBs のような単一の化学物質でない物質を「主

成分が特定できる混合物」あるいは「構造不定物質又は主成分が特定できない混合物」に分類

して定義していることから、EU、米国、カナダ、オーストラリアで定義された UVCBs も評価

対象に含まれていると考えられる。 

 

2) データの取得やリスク評価方法 

 EU、米国、カナダ、オーストラリア、OECD、UNEP での UVCBs への取組状況をまとめる

と、UVCBs のリスク評価の具体的な方法は示していなかった。その背景として、物質ごとの

アプローチが必要であると考えられていることが推測される。 

例えば、EU の PBT 評価方法では、多成分を含む物質の場合、ケースごとのアプローチが

必要であるとして、情報要求については、実施可能であるかどうかなど多くの問題を勘案した

証拠の重み付けで専門家が判断すると記されていた。さらに、UVCB のような複合物質に対す

る試験方法や試験データの評価における注意点を解説していた。米国でも HPV 物質の企業か

ら提出された既存データや試験計画を EPA が検討しているが、UVCBs を含むクラス 2 の物質

について 1 物質のみを試験することに問題があり、試験計画にて試験物質の選択根拠を示す必

要があることを指摘している。 

 

また UVCBs のような複合物質に対するデータギャップを補完するアプローチとして、類似

性を有する物質をグループにまとめる方法が EU REACH のガイダンスや OECD の HPV マニ

ュアルで取り上げられていた。カナダでは国内物質の評価の優先順位づけを行ったカテゴリゼ

ーションの中で、組成などの特徴から関連した物質のグループ化を行い、グループ全体での評

価を行っていた。 

 

一方で、化審法のリスク評価技術ガイダンスでは、構造不定物質や主成分が特定できない混
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合物について、必要なデータを取得する方法として、環境分配モデルが適用できない「環境分

配モデル適用外物質」と環境分配モデルが適用できる「構造不定の環境分配モデル適用物質」

の 2 種類のパターンに分類している。「環境分配モデル適用外物質」の場合、有用なデータベ

ースから値を得るか、得られない場合はデフォルト値を指定している。「構造不定の環境分配

モデル適用物質」の場合、基本的に物理化学的性状の実測値は得られないことから、環境分配

モデルにて暴露量が 大となる物理化学的性状一式のワーストデフォルト値セットを採用し

ている。 

そのため、評価対象となる物質によるケースごとのアプローチよりも、ワーストケースを基

本とした評価となっている。 
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 化審法 
技術ダイダンス 

EU 米国 カナダ オーストラリア OECD UNEP GHS 

UVCBs
の定義 
 

UVCBsとしてで

はなく、「主成分

を特定できる混

合物」あるいは

「構造不定物質

又は主成分が特

定できない混合

物」を定義 
 

組成が不明ある

い は 不 定 の 物

質、複雑な反応

生成物、生物材

料 
 

明確な分子式で

表されず、構造

式が部分的にあ

るかまったくな

い物質 
 

天然原料又は複

雑な反応から得

られた物質で、

そ の 組 成 が 複

雑・不定であり

過ぎるため成分

となる化合物で

特性化できない

もの 
 

a.組成が未知あ

るいは不定の化

学物質 
b.化学反応の複

合生成物 
c.動物又は植物

全体以外の生物

材料 
 

不明 不明 

UVCBs
のデータ

取得及び

リスク評

価手法 

暴露量が 大と

なる物理化学性

状一式の組み合

わせと一律のデ

フォルト値を用

いた暴露評価を

実施 
 

類似性を有する

物質のグループ

化や PBT 評価で

の 注 意 点 を

REACH のリス

ク評価ガイダン

スにて記載 

ChAMP での UV
CBs の評価方法

は不明 

カテゴリゼーシ

ョンにて、類似

性を有する物質

のグループ化に

よる評価を実施 
 

PEC 選定及びリ

ス ク 評 価 で の

UVCBsの評価方

法は不明 

類似性を有する

物質のグループ

化による評価が

HPV マニュアル

に記載 

GHS 分類のため

の石油系物質の

グループ化を業

界が提案中 
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 表 4.1 化審法技術ガイダンスの UVCBs 評価の国際整合性

  

6
4
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5 今後の課題と課題克服の提案 

 

化審法のリスク評価技術ガイダンスの国際整合性を図るための今後の課題とこれら課題

を克服するための方法を提案する。 

 

1) 試験データの解釈及び利用上の注意点 

化審法のリスク評価技術ガイダンスでは、UVCBs のような物質のデータ評価について、

物理化学性状一式のワーストデフォルト値セットを用いて、物理化学性状を決定すること

を記している。 

UVCBs のような複合物質は試験データが得られた場合に、そのデータの解釈上の注意が

必要となるが、その点については、化審法のリスク評価技術ガイダンスでは記されていな

い。例えば、水溶解度のデータは、複合物質の水溶解度はその負荷率に依存していること

や溶解している組成と親化合物の組成とは異なる場合があることを EU REACH の情報要

件及び化学品安全性評価に関するガイダンスでは記述している。このような EU のガイダン

スや今までの化審法での新規及び既存物質の審査経験などに基づいて、UVCBs の試験デー

タの解釈及び利用上の注意点を考慮する必要がある。 

 

2) 混合物等の主成分以外の成分の取扱い方法 

混合物等をリスク評価する際に、化審法のリスク評価技術ガイダンスでは主成分が特定

できる場合は、その主成分を混合物等の代表として扱うことを原則としている。しかしな

がら、混合物等の含有成分の情報収集を行った際に、主成分以外の成分としてヒトや環境

生物に対して有害性を及ぼす可能性がある化学物質が含まれている場合もある。EU REACH

のPBT評価では、PBT/vPvB特性を有する物質が0.1%(w/w)以上含まれていた場合、PBT/vPvB

評価を行うことになっている。このような主成分以外の成分の取扱い方法について、検討

する余地がある。 

 

3) カテゴリーアプローチや定性的なリスク評価方法 

類似性を有する物質をグループにまとめるカテゴリーアプローチはUVCBsのような複合

物質に対するデータギャップを補完するアプローチとして、EU REACH のガイダンスや

OECD の HPV マニュアルなども取り上げられていることから、これらを参考にして、検討

していくことが必要である。 

さらに、UVCBs のような複合物質では、予測環境中濃度（PEC）や予測無影響濃度（PNEC）

などが計算できず、定量的なリスク評価を行うことが困難なケースもありうる。オースト

ラリアのリスク評価事例では、評価対象物質の用途や使用方法から定性的に労働者や一般

市民への暴露の可能性を評価し、得られている試験データを用いて国内のハザード分類評



価を行った結果とあわせて、定性的なリスク評価を実施していた。 

このような定性的なリスク評価について、例えば GHS 分類を基にしたハザード評価と使

用状況などの暴露情報とを組み合わせ、予測される暴露条件下での影響を定性的に評価す

るアプローチを検討する余地がある。 
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