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物理化学的性状の各エンドポイントの情報記載状況
No 情報源 HPV化

学物質
点検マ
ニュア
ル

Japan-
チャレ
ンジマ
ニュア
ル

REAC
Hの技
術ガ
イダ
ンス

政府
向け
GHS
分類
ガイ
ダン
ス

事業者
向け
GHS分
類ガイ
ダンス

環境リ
スク初
期評価
ガイド
ライン

コメント 本基準案
での信頼

性

①融点/
凝固点

②沸点 ③蒸気圧 ④オクタ
ノール/水
分配係数
(logKow)

⑤水溶解
性

⑥酸解離
定数(pKa)

⑦ヘン
リー則定
数

⑧土壌吸
着係数
(koc)

⑨生分解
性

⑩生物濃
縮性
(BCF)

1 CRC Handbook of Chemistry
and Physics, 90th,Crc Pr I
Llc,2009

◎ ○ ◎ ○ ○ ○ 冊子体及びCD媒

体。90thは約14000
物質を記載。

◎ 記載あり 記載あり 記載あり 記載あり 記載あり 記載あり ― ― ― ―

2 Hazardous Substances Data Bank
(HSDB)

◎ ― ◎ ○ ○ ― TOXNETのDB、
Web上で利用可能。

◎ 記載あり 記載あり 記載あり 記載あり 記載あり 記載あり 記載あり 記載あり 記載あり 記載あり

3 Handbook of Physical Properties
of Organic Chemicals, CRC-
Press,1997

― ― ― ○ ○ ○ 物性データはSRC
PhysProp Databaseの
引用である。

― 記載あり 記載あり 記載あり 記載あり 記載あり 記載あり 記載あり ― ― ―

4 Lange’s Handbook of Chemistry,
16th,McGraw-Hill,2005

× ○ × ― ― ― 冊子体のみ。CAS
索引なし。約6000
物質を記載

― 記載あり 記載あり 記載あり ― 記載あり 記載あり ― ― ― ―

5 Hawley’s Condensed Chemical
Dictionary,15th, John Wiley &
Sons,2007

◎ ◎ ◎ ― ― ― 冊子体及びCD媒
体。反応等も収録
した化学辞典。数
千物質収録。

◎ 記載あり 記載あり 記載あり ― 記載あり ― ― ― ― ―

6 SRC PhysProp Database,
Syracuse Research Corporation,
2009

◎ ― ◎ ― ― ― Web上で利用可能な

DB。約40000物質。

◎ 記載あり 記載あり 記載あり 記載あり 記載あり 記載あり 記載あり ― ― ―

7 Verschueren, K Handbook on
Environmental Data on Organic
Chemicals,5th,Wiley-
Interscience 2008

× ― × ― ― ― 分解性や吸着性記
載しているが物質
数は約2000で少な
い。

― 記載あり 記載あり 記載あり 記載あり 記載あり ― ― 記載あり 記載あり ―

8 Sax’s Dangerous Properties of
industrial Materials,11th,John
Wiley & Sons,2004

× ○ × ○ ○ ― 冊子体及びCD媒

体。26000物質。

― 記載あり 記載あり 記載あり ― 記載あり ― ― ― ― ―

9 The Yaws Handbook of Physical
Properties for Hydrocarbons and
Chemicals, Gulf Publishing
Company,2005

× ― × ― ― ― 冊子体のみ。融
点、沸点のみ。約
40000物質記載。

― 記載あり 記載あり ― ― ― ― ― ― ― ―

10 The Merck Index, 14ｔｈ　Ed,
Merck & Co, 2006

◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ 冊子体及びCD媒

体。14thは約13000
物質を記載。

◎ 記載あり 記載あり 記載あり ― 記載あり 記載あり ― ― ― ―

11 エンジニアのための流体物性
データ, 化学工学会,2003

― ― ― ○ ○ ― 工学的データ集。
融点、沸点、蒸気
圧については記載
物質数が少ない。

― 記載あり 記載あり 記載あり ― ― ― ― ― ― ―

12 The IUPAC Solubility Data
Series

◎ ― ◎ ― ― ― Web上で利用可能。 ◎ ― ― ― ― 記載あり ― ― ― ― ―

13 Illustrated Handbooks of
Physical-Chemical Properies and
Environmental Fate for Organic
Chemicals , CRC-Press,1997

◎ ― ◎ ― ― ― Handbook of
Physical-Chemical
Properties and
Environmental Fate
for Organic
Chemicals Second
Edition Ⅰ-Ⅳとして

2006年リバイスさ
れた。融点、沸点
については、CRC
Handbook of
Chemistry and
Physicsの引用であ

◎ 記載あり 記載あり 記載あり 記載あり 記載あり 記載あり 記載あり ― ― ―

14 Exploring QSAR - Hydrophobic,
Electronic, and StericConstants,
American Chemical Society

― ― ― ― ― ○ 1995年刊のオクタ

ノール/水分配係数
（測定値及び推定
値）データ集。冊
子体のみ、約17000
データ記載。出典
や推奨データを記
載。

― ― ― ― 記載あり ― ― ― ― ― ―

15 Handbook of Aqueous Solubility
Data, Samuel H. Yalkowsky,
Yan He

― ― ― ― ― ○ 2003年刊の水溶解
度データ集。冊子
体のみ、約3900物
質記載。出典や
データの評価ラン
クを記載。

― 記載あり ― ― ― ― ―

16 Handbook of Environmental
Degradation Rates, Philip H.
Howard et al.

― ― ― ― ― ○ 1991年刊の分解性
（生分解、非生物
的分解）データ
集。冊子体のみ、
約300物質記載。出
典やデータの評価
コメントを記載。

― ― ― ― ― ― ― ― ― 記載あり ―

17 Chemical Abstracts ― ― ― ○ ○ ― 科学論文と特許主
体のSTNの有料文献

DB。

― 記載あり 記載あり 記載あり 記載あり 記載あり 記載あり ― 記載あり ― 記載あり

18 BEILSTEINデータベース※ ◎ ○ ◎ ○ ○ ― 有機物質主体のSTN
の有料文献DB、
CAS付与率が約

40％程度と低く、

調査物質のCAS番
号がヒットしない
場合、「名称」や
「分子式」で検索
を行う必要があ
る

― 記載あり 記載あり 記載あり 記載あり 記載あり 記載あり 記載あり ― 記載あり ―

19 GMELIN97データベース※ ― ― ― ○ ○ ― 無機物質主体のSTN
の有料DB。

― 記載あり 記載あり 記載あり ― 記載あり 記載あり ― ― ― ―

20 The Pesticide Manual,　15thEd,
2009

× ― × ― ― ― 冊子体及びCD媒
体。

― 記載あり 記載あり 記載あり ― 記載あり 記載あり 記載あり ― ― ―

21 International Chemical Safety
Cards 「ICSC」

― ― ― ― ○ ― Webで利用可能な

DB。
― 記載あり 記載あり 記載あり 記載あり 記載あり ― ― ― ― ―

22 International Uniform Chemical
Information Database 「IUCLID
Data Set」

― ― × ― ○ ― Webで利用可能な

DB。
― 記載あり 記載あり 記載あり 記載あり 記載あり 記載あり ― ― 記載あり 記載あり

23 ChemIDplus (Web DB) ― ― × ― ― ― 物性データはSRC
PhysProp Databaseの
引用である。

― 記載あり 記載あり 記載あり 記載あり 記載あり 記載あり 記載あり ― ― ―

24 化学物質総合情報提供システ
ム（CHRIP）

― ― ― ― ○ ― Webで利用可能な

DB。
― 記載あり 記載あり 記載あり 記載あり 記載あり ― 記載あり ― ― ―

25 Combined Chemical Dictionary,
chapman & Hall, CRC

― ― × ○ ○ ― 冊子体を有料DB
化。

― 未調査 未調査 未調査 未調査 未調査 未調査 未調査 未調査 未調査 未調査

26 International Critical Tables of
Numerical Data, Physics,
Chemistry and Technology

― ― ― ○ ○ ― 1933年刊のデータ
集。

― 未調査 未調査 未調査 未調査 未調査 未調査 未調査 未調査 未調査 未調査

27 Ullmanns Encyklopaedie der
Technischen Chemie,  Ullmann’s
Encyclopedia :
Industrial Organic Chemicals

― ― ― ○ ○ ― 工業化学百科辞
典。

― 未調査 未調査 未調査 未調査 未調査 未調査 未調査 未調査 未調査 未調査

28 eChem Portal（OECD） ― ― ― ○ ○ ― HSDB、CHRIP等へ
のリンクである。

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

※参照文献情報を収録するDBで、直接データを取得できない。

◎：信頼性ありとされている情報源、○：利用可能とされている情報源、×：信頼性なしとされている情報源
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「物化性状データ」ケーススタディの検討（平均値と中間値の比較） 
 

 

1. 融点 

物質：サリチルアミド(CAS 番号；65-45-2) 

 

方法 1：平均値 

融点の算術平均値＝（142+140+140.5+142+140）/5＝140.9 

140.9℃に一番近い Hawley（2007）をキースタディとする。 

融点は 140.5℃として扱う。 

 

方法 2：中間値 

融点の範囲＝140～142℃ 

融点の中間値＝140.5℃ 

140.5℃である Hawley（2007）をキースタディとする。 

融点は 140.5℃として扱う。 

 

 

融点/凝

固点 

 温度

1 

温度 2 出典 信頼性の定まった

情報源 

備考 

融点 142℃  CRC,2009 ●  

融点 140℃  HSDB,2009 ●  

融点 140℃  HPPOC,1997   

融点 140℃  Lange,2005   

融点 139℃ 142℃ Hawley,2007 ● 融点は 140.5℃として扱

う 

融点 142℃  SRC,2009 ●  

融点 140℃  Sax,2004   

凝固点 415.2K  Yaws,2005   

融点 140℃  Merck,2006 ●  
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2. 沸点 

物質：サリチルアミド(CAS 番号；65-45-2) 

※1：14 mmHg = 1900 Pa（参考 4 による単位の換算） 

※2：BP’＝BP＋0.00090×(273＋BP)×(101.3－P/1000)=181.5+0.00090×(273+181.5)×(101.3－

1900/1000)=222.2℃ 

※3：Hawley(2007)は、信頼性の定まった情報源だが、270℃で分解するので採用しない。 

※4：SRC(2009)は、信頼性の定まった情報源であり、沸点が 181.5℃となっているが、測定

の圧力が不明であり採用しない。 

 

方法 1：平均値 

データが 2 つ 

ＣRC（2009）と HSDB(2009)をキースタディとする。(この場合、キースタディは２つ) 

融点は 222.2℃として扱う。 

 

方法 2：中間値 

沸点の範囲がなく中間値がえられない。 

 

 

沸点 圧力 出典 信頼性の定

まった情報

源 

元文献  備考 

181.5℃ 14mmHg※1 CRC,2009 ●  沸点は 222.2℃

として扱う※2 

181.5℃ 14mmHg※1 HSDB,2009 ● Lide, D.R. (ed.). 
CRC Handbook of 
Chemistry and 
Physics. 75th ed. 
Boca Raton, Fl: 
CRC Press Inc., 
1994-1995., p. 
3-19 

沸点は 222.2℃

として扱う※2 

181.5℃  HPPOC,1997      

270℃  Lange,2005   分解 

270℃  Hawley,2007 ○※3  分解 

181.5℃  SRC,2009 ○※4     
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3. 蒸気圧 

物質：ジメトキシメタン(CAS 番号；109-87-5) 

 蒸気

圧 

単位 温度 出典 信頼性の定

まった情報

源 

元文献 

100 kPa 41.7℃ CRC,2009 ○※1 TRCVP,Vapor Pressure 
Database,Version 
2.2P,Thermodynamic Research 
Center,Texas A&M 
University,College Station,TX  

400 mmHg
※2 

25℃※
4 

HSDB,2009 ● International Labour Office. 
Encyclopedia of Occupational 
Health and Safety. Vols. I&II. 
Geneva, Switzerland: 
International Labour Office, 
1983., p. 113  

3.98E+0
2 

mmHg 25℃ HPPOC,1997  DAUBERT(1989)  

397.5 mmHg
※3 

25℃※
5 

SRC,2009 ● DAUBERT,TE & DANNER,RP 
(1989)  

330 mmHg 20℃ Verschueren,20
08 

    

400 mmHg 25℃ Verschueren,20
08 

    

※1：CRC(2009)は、信頼性の定まった情報源だが、測定温度が 41.7℃なので採用しない。 

※2：400 mmHg = 53320 Pa（参考 4 による単位の換算） 

※3：397.5 mmHg = 52990 Pa（参考 4 による単位の換算） 

 

方法 1：平均値 

データが 2 つ 

ＣRC（2009）と HSDB(2009)をキースタディとする。(この場合、キースタディは２つ) 

 

方法 2：中間値 

データが 2 つであり、中間値が得られない。 
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4. 水溶解度 

物質：サリチルアミド(CAS 番号；65-45-2) 

※1：定性的データ 
※2：20℃へ換算予定 
※3：20℃へ換算予定 
 

方法 1：平均値 

データが 2 つ 

CRC(2009）と HSDB(2009)をキースタディとする。(この場合、キースタディは２つ) 

 

方法 2：中間値 

データが 2 つであり、中間値が得られない。 

 

 

5. 土壌吸着係数 

物質：サリチルアミド(CAS 番号；65-45-2) 

 吸着／脱着（土壌吸着係数）(LogKoc)  備考 

1.5707 推定 （KOCWIN v2.00） 

Log Kow  (experimental DB)  ......................... :  1.28 

Non-Corrected Log Koc (0.55313 logKow + 0.9251)  .... :  1.6331 

Fragment Correction(s): 

       Misc (C=O) Group (aliphatic attach)....  : -0.2293 

       Aromatic Hydroxy (aromatic-OH)  .......  :  0.1668 

       Corrected Log Koc  ..................................   :  1.5707 

注：測定値は得られなかった。 

水溶解度 単位 温度 出典 信頼性の定ま

った情報源 

元文献 

微溶   CRC,2009 ○※1  
2.06E+03 mg/L 25℃※2 HSDB,2009 ● Yalkowsky SH, 

Dannenfelser RM; 
Aquasol Database of 
Aqueous Solubility. 
Version 5 (1992) 

2.06E+03 mg/L 25℃ HPPOC,1997  YALKOWSKY(1992) 
0.2 wt %  Lange,2005   
微溶   Hawley,2007 ○※1  
2060 mg/L 25℃※3 SRC,2009 ● YALKOWSKY,SH & 

DANNENFELSER,RM 
(1992) 

温水に可溶   Sax,2004   
温水に可溶   Merck,2006 ○※1  
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6. ヘンリー則定数 

物質：ジメトキシメタン(CAS 番号；109-87-5) 

Henrｙ則定

数 

単位 温度 出典 信頼性の定

まった情報

源 

元文献 

  

0.000173 atm・m3/mol 25℃ SRC,2009 ● HINE,J & 
MOOKERJEE,PK (1975) 

 

物質：サリチルアミド(CAS 番号；65-45-2) 

 Henr

ｙ則定

数 

単位  備考 

2.94E-05 Pa・m3/mol 推定（HENRYWIN v3.20）※ 

※推定法：BOND ESTIMATION METHOD(25℃) 

 

 

7. 酸解離定数 

物質：サリチルアミド(CAS 番号；65-45-2) 

 

方法 1：平均値 

データが 2 つ 

ＣRC（2009）と HSDB(2009)をキースタディとする。(この場合、キースタディは２つ) 

酸解離定数は 8.37 として扱う。 

 

方法 2：中間値 

データが 2 つであり、中間値が得られない。 

 

 

酸解離定数 

（pKa） 

温度 出典 信頼性の定ま

った情報源 

元文献 

 
8.37 20℃ HSDB,2009 ● Kortum G et al; Pure and Applied 

Chemistry, Vol. 1, No 2-3 (1961) 
8.37 20℃ HPPOC,1997  KORTUM(1961) 
8.36 25℃ Lange,2005   
8.37 20℃ SRC,2009 ● KORTUM,G ET AL (1961) 
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8. オクタノール/水分配係数 

物質：サリチルアミド(CAS 番号；65-45-2) 

 

方法 1：平均値 

データが 1 つ 

SRC（2009）をキースタディとする。 

オクタノール/水分配係数（logKow）は 1.28 として扱う。 

 

方法 2：中間値 

データが 2 つであり、中間値が得られない。 

オクタノール/水分配

係数（logKow） 

出典 信頼性の定まった

情報源 

元文献 

 
1.28 HPPOC,1997  HANSCH(1985) 
1.28  SRC,2009 ● HANSCH,C ET AL. (1995) 
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選定基準素案に関する論点メモ 

 
No 項目 論点 
1 「OECD テストガイド

ラインに準じた試験

法」について 

OECD 調和テンプレートに記載されている試験法を基本とし、OECD のテストガイドラインを始めとし、JIS、ISO、

EPA の OPPTS による試験方法を本選定基準では例示しましたがこれでよいか。 

2 「信頼性の定まった情

報源」とそれによる評

価について 

多数の既存化学物質について、性状データの評価・選択選定を限られた時間内に効果的・効率的に進めるため、

「Japan チャレンジマニュアル」等でピアレビューがされている情報源（Merck や CRC 等）の定量的測定値データ

については、本選定基準においては原著等での確認を要さずに信頼性ランク２（Ｂ）と判断する。この考え方でよ

いか。 
さらに、作成経緯（専門家によるレビューがされている）を考慮して、OECD の HPV プログラム:SIAR のキース

タディ等も、上記情報源（Merck や CRC 等）と同等に扱い、原著等での確認を要さずに信頼性ランク２（Ｂ）と判

断することとしたが、この考え方でよいか。また、他の情報源もあるか。 
3 「キースタディ選択ル

ール」について 
多数の既存化学物質について、性状データの評価・選択を限られた時間内に効果的・効率的に進めるため、信頼

性ランクが同じデータが複数得られた場合、融点、沸点、蒸気圧、水溶解度、Koc、ヘンリー則定数、pKa、LogKow
については、その算術平均値を求め、その値に最も近いデータをキースタディーとして選択する。この考え方でよ

いか。 
4 「分解性」のキースタ

ディ選択ルールについ

て 

分解性の考え方は以下でよいか。 
化審法の分解性判定に用いた分解性情報及び、化審法判定を行った物質と類似している物質の情報に基づき分解

性を判断する。なお、当該物質と類似物質との類似性に関する蓋然性については、審議会で判断して頂くのが適当

と考える。 
化審法において分解性判定がなされていない物質については、化審法の試験法通知等に準じた試験法による試験

結果又は OECD テストガイドライン 301 シリーズに準拠した試験結果が得られ、パスレベル以上である場合には、

原則として審議会の議論を経て「良分解性」と判断し、パスレベルに達しない場合には、「難分解性」と判断する。

ただし、少なくとも、被験物質についての直接分析を実施し分解率を明らかにしていること、及び分解生成物を同

定していることが前提条件となる。なお、OECD テストガイドライン 302C のみの情報からは判断しない。 
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No 項目 論点 
5 「適用範囲の推定方

法」について 
「OECD-HPV マニュアル」において、SIDS 項目に対して推定値の使用を認めており、本選定方法においても、

適用範囲の推定方法による推定値を、信頼性ランク２Ｃのデータ（入力データが信頼性ランク２B 以上の場合）と

して補完することとする。なお、適用範囲の推定方法において用いたデータが、信頼性ランク２Ｃ以下の場合、得

られる推定値は、信頼性ランク４（信頼性不明）である。 
・本選定基準における、性状データごとの推定方法およびその適用範囲案を表に示したが、これでよいか。 
・水溶解度の推定は、Log Kow から算出する。Log Kow が推定値の場合、算出された水溶解度推定値の信頼性は

ランク４（信頼性不明）となるが、このデータを用いてリスク評価（一次）の評価Ⅰを行わざるを得ない場合

はあると想定され、やむをえないと考えられるがいかがか（Koc、BCF 等でも同様な懸念がある。）。 
 ・生物濃縮係数（BCF）の推定は、NITE の構造活性相関委員会及び ECETOC、REACH-TGD 等 で紹介されて

いる回帰式による方法（Log Kow<6）と BCFWIN（EPI-Suite）（Log Kow<約 8）のどちらがよいか（両者の併用

もあり）。 
・Koc は測定誤差が大きいため、REACH-TGD では、複数の測定値があって推計値がその間の数値であれば推計

値の採用を推奨している。Koc のような場合、キースタディ選択ルールとしては推計値を優先した方がよいか。 
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「物化性状データ等に関する選定基準」委員会議事メモ 
 

日時：平成 23 年 3 月 4 日（金）15：00～17：30 
場所：経済産業省本館２階東６共用会議室 
出席者：（敬称略） 
委員： 
内田直行（日本大学生物資源科学部 教授）（座長） 
亀屋隆志（横浜国立大学大学院環境情報研究院 准教授） 
鈴木規之（（独）国立環境研究所環境リスク研究センター曝露評価研究室 室長） 
田中明人（兵庫医療大学薬学部 教授） 
西山直宏（花王株式会社安全性評価研究部 第一研究室長） 
吉田喜久雄（産業技術総合研究所安全科学研究部門 主幹研究員） 
米澤義堯（産業技術総合研究所安全科学研究部門） 

事務局： 
経済産業省(METI)製造産業局化学物質管理課化学物質安全室 

實國慎一室長、宮地佳子課長補佐、奥本奈美専門職、石津さおり係長 
経済産業省(METI)製造産業局化学物質管理課化学物質リスク評価室 

常見知広係長、田崎孝典係員 
一財化学物質評価研究機構(CERI) 
石井聡子、吉川治彦、林浩次、宮地繁樹、吉岡千恵子 

関係省庁： 
厚生労働省(MHLW)医薬食品局審査管理課化学物質安全対策室 
羽田幸祐厚生労働技官 

環境省(MOE)総合環境政策局環境保健部企画課化学物質審査室 
池本忠弘係長 

オブザーバー： 
（独）製品評価技術基盤機構(NITE)化学物質管理センター 

赤尾修二、櫻谷祐企、村田麻里子、山田亜矢、岡田佳寿美 
 
議事次第： 
（１） 物化性状等選定基準案の審議について 
・ 物化性状データ等に関する選定基準（案）作成の背景 
・ 原案に対する事前コメントおよびヒアリングとその対応、主な修正について 
・ 修正案に対する論点整理、審議 
（２） その他 
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配布資料： 
資料 1   委員名簿 
資料 2-0  選定基準（案）修正版  
資料 2-1  選定基準（案）に対する委員コメントとヒアリングについて 
資料 2-2  選定基準（案）に対する論点メモ 
資料 2-3  選定基準（案）の主な修正点 
参考資料 1 化審法におけるスクリーニング評価手法について（案） 
参考資料 2 スクリーニング評価手法の詳細（案） 
参考資料 3 生態毒性に関する有害性情報の信頼性の確認方法について 
参考資料 4 選定基準（原案） 
参考資料 5 物化性状データ ケーススタディの検討 
別紙    性状データ選定の流れ 
 
１．開会 
事務局：それでは定刻となりましたので、ただいまから「物化性状データ等に関する選定

基準」委員会を開催いたします。開会に当たりまして本事業の委託元であります

経済産業省の實國様にご挨拶をお願いいたします。 
 
２．挨拶 
METI：實國よりご挨拶 
事務局：それでは、資料の確認をさせていただきます。初めに議事次第、次に、資料１が

委員名簿です。資料の過不足等がございましたら、事務局までお知らせいただき

たいと思います。次に、議事次第の確認をさせていただきます。本日は物化性状

データ等に関する選定基準（案）につきまして、ご審議いただくことになってお

ります。今回、ご審議いただく物化性状データ等に関する選定基準（案）の背景

と今後の展開につきましては、後ほど経済産業省の常見様よりお話をいただきま

す。また、今後の予定や選定基準案のまとめ方につきましては、審議の状況をふ

まえて、本委員会最後にご案内させていただきます。なお、本日は、内田委員を

はじめ７名の先生方にご出席をいただいており、北野委員および広瀬委員につき

ましては、本日、所用のため、欠席されております。さらに、本日は厚生労働省、

環境省の担当の皆様、製品評価技術基盤機構の関係の方々にもご参加いただいて

おります。 
 
３．議事概要：（敬称略） 
事務局：それでは、これより議事に入ります。議事の進行にあたりましては、座長をおき、

ここからは座長にお進め頂きたいと存じます。座長につきましては、事務局から
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内田委員を推薦いたしますが、委員の先生方いかがでしょうか。 
各委員：異議無し 
事務局：それでは、内田委員に座長をお願いし、議事進行をお願いしたいと思います。よ

ろしくお願いいたします。 
座長：本日はお忙しいところお集まりいただきまして、ありがとうございます。本日は物

化性状データ等に関する選定基準（案）の審議を予定しており、議事に従って進め

ます。まずは、経産省より、物化性状データ等に関する選定基準（案）作成の背景

について説明をお願いします。 
METI：常見から説明（参考資料 1～3） 
座長：それでは、ひきつづき、事務局より、選定基準案の説明と特にここで論点になるポ

イントについて説明してほしいと思います。聞くところによると、本日審議用の選

定基準案は、以前お送り頂いた、あるいは直接お渡しいただいた原案から、様々な

変更があったと聞いています。その辺の経緯が判るように説明をお願いします。 
 
事務局：資料 2-1 の選定基準（案）の主な修正点を説明。 
吉田委員：融点は純度によって変わる。平均値を取る際に考慮するべきでは。 
事務局：委員指摘の通り、融点は純度が高いものほど高くなる。しかし、データ集では純

度が記載されていないものがほとんどであり、リスク評価（一次）の初期段階に

おけるデータの効率的な選択では純度を考慮することは難しい。本基準案では、

はずれ値の排除を目的とし、平均値から 10℃以上離れた値を外すことにしている。

純度による融点変動によるリスク評価への影響の程度については、リスク評価の

初期段階以降の段階において精査し、必要に応じて融点データについて見直すこ

ととしたい。 
吉田委員：原案では KOC は KOW から回帰式で推定していたが、修正案では EPI の

KOCWIN に変わった理由は。 
事務局：委員指摘の通り、KOC は KOW から回帰式で推定していたが、原案の見直しによ

り、EPI の KOCWIN が優れるため修正した。 
鈴木委員：それぞれランクはどのようなケースで使用する場合に OK と判断するのか。細

区分は。 
METI：キースタディ選択の際に、上位のものを選択することを前提に細区分を設定した。

リスク評価は、これからで、具体的な評価手法が定まっていない。しかし、リス

ク評価手法の確立を待って、性状データの選択基準を設定するのでは、更に時間

がかかってしまう。リスク評価手法の確立と併行して性状データの選択基準を検

討している。 
西山委員：信頼性ランク 2C 以上のデータは、後々のために、列挙し、整理しておいた方が

良いのでは。 
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METI：キースタディ選択で漏れたランクが下位のデータも、以降のリスク評価段階で活用

できるように、整理保存しておく。 
吉田委員：キースタディで選択されたデータの信頼性を、リスク評価段階での不確かさの

解析でも使えるように整理しておくべき。 
METI：キースタディ選択で漏れたランクが下位のデータも、以降のリスク評価段階で活用

できるように、整理保存しておく。  
米澤委員：信頼性の高いデータを収集するという前提に立てば、スクリーニング段階にど

うしても負荷がかかってくる。後々のことも考えて、ランクが下位のデータも

保存しておくと良いのでは。 
METI：キースタディ選択で漏れたランクが下位のデータも、以降のリスク評価段階で活用

できるように、整理保存しておく。 
西山委員：キースタディの選定における「平均値」の考え方の国際的な考え方との整合性

は。平均値の適用は、スクリーニング評価及びリスク評価（一次）の初期段階

のみに適用と考えておいた方が良いのでは。 
METI：平均値を採用する考え方は、国際的には、SIDS において藻類の毒性値について行

われている。委員指摘の通り、平均値の適用は、スクリーニング評価及びリスク

評価（一次）の初期段階のみに適用するのが適当と考える。それ以降の段階にお

いては、個別に判断するのが適当と考える。 
 
事務局：資料 2-2 の選定基準（案）に対する委員コメントとヒアリングを説明。 
座長：今の事務局の修正箇所の説明に対して何かご質問、ご意見はありませんか。ないよ

うでしたら、続いて資料 2-3 の選定基準（案）に対する論点メモについてご説明をお

願いします。これは一つずつ説明していただき、質疑応答をしていきたいと思いま

す。 
田中委員：一般化学物質に適用した場合、この基準でどの位のデータが揃うのか。  
METI：具体的な数字は分からないが、それほど多くないと考えられる。その点を補う目的

で QSAR の適用を検討している。 
 
事務局：資料 2-3 の論点 No1 を説明。 
座長：特段、異議なし。このままとする。 
 
事務局：資料 2-3 の論点 No2 を説明。 
座長：ピュアレビューされている情報源の定量的測定値データは「信頼性あり」とするこ

とは異議なし。 
田中委員：「Merck」が該当し、「Aldlich」が該当しないのか。現場では、「Aldlich」カタ

ログに記載されている性状データを信頼性のあるものとして取扱っている。 
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西山委員：初期評価段階では、カタログデータ等も積極的に使えるようにしておいた方が

良いのでは。 
鈴木委員：リスク評価段階における収集したデータの使い方については、今のところ具体

的には定まっていない。集まったデータを使って取りあえず評価・判断すると

いった考え方で良いのでは。 
米澤委員：「Aldlich」カタログなどのカタログデータも調査し、整理しておくことは初期段

階としては良い事と思う。使い方は、今後検討して決めれば良い。 
METI：リスク評価段階において収集したデータを活用すべく、集まった全てのデータを整

理・保管しておく。信頼性の高くないデータについては、キースタディとしては

選択しない。本基準案に記載した情報源以外も提案いただきたい。使用可能なデ

ータの範囲については更に検討する余地は十分にあり、信頼性を担保できるもの

であれば追加したい。 
西山委員：学術論文は、OECD の TG や JIS 準拠なら使用できるのか。 
METI：提案しているデータ収集スキームでは、学術論文が収集される可能性は低いと思わ

れるが、収集された場合、OECD の TG や JIS 準拠などの基準案を満足するデー

タは採用したい。 
鈴木委員：情報源の前半はハンドブック等であり、後半は評価書なども含まれており、個々

の評価書は作成目的が異なっており、性状データについての信頼性については

信頼性の低いものが含まれている可能性がある。 
METI：初期評価段階では余り出てこないことを想定している。この案を試行する過程で出

てきた問題はその都度反映させることを検討課題としたい。 
亀屋委員：「Aldlich」カタログなどのカタログデータも合意があれば使えるのでは。 
METI：信頼性基準に適合すれば利用可能と考える。使用可能なデータの範囲については更

に検討する余地は十分にあり、信頼性を担保できるものであれば追加したい。ど

こまでとするかは別途定めることとしたい。事業者から提供されたデータについ

ては、「使用可否基準」に照らして使うことになる。 
米澤委員：初期段階での評価に際しては、取りあえず、得られたデータを使って評価を行

い、個々のデータは評価結果に照らし合わせて妥当なものかを判断すればいい

のでは。データの使える範囲をはっきりさせておくことが重要と考える。でき

るだけ幅広いデータを横並びに使えるようにしておくことが重要と考える。 
吉田委員：この段階（データの信頼性確認と選定）で、個々のデータの信頼性について議

論するよりも、リスク評価段階での感度解析を念頭に置いたデータ抽出システ

ム構築の方が労力が小さくなる可能性がある。モデル物質を使って感度解析し

たが、ほとんど影響しないパラメーターもあった。柔軟なリスク評価システム

が望ましい。 
METI：これは委員会レベルでの案であり、今後審議会において審議されることになってい
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る。そのプロセスにおいて、各委員から頂いた意見も反映させたものとなるよう

考えている。リスク評価手法が固まっていないので、このような方法を提案した

い。 
NITE： 「Aldlich」カタログなどのカタログデータ等の位置づけは、別紙の「性状データ

選定の流れ」に示している「使用可か不明のデータ」（図の中央右側に示されてい

る。）に該当することになり、この案では図に示された方法で判断することになる

が、「ある情報は活用する」との視点で、暫定的に利用するフローに変えることも

要検討と考える。 
 
事務局：資料 2-3 の論点 No3 を説明。 
鈴木委員：データが 2 つの場合の平均値の考え方について補足説明してほしい。 
事務局：資料 2-1 の No.4 に示したとおりとしたい。即ち、「データが 2 つの場合において

は、キースタディを 1 つに絞り込むことはできない。この場合には、２つのデー

タをキースタディとし、化学物質の特性値としては 2 つのデータの算術平均値を

採用する。」と考えている。 
西山委員：国際的評価されており、１つのデータに絞り込まれている場合には、そのデー

タを優先しては。例えば、HPV は優先でよいのでは。また、GLP 対応の結果は、

必ずしも信頼性が高いことを意味しないと考えるが。 
事務局：初期評価段階では、スピーディーな選択を行うことが必要であると考えている。 
座長：専門家判断について基準案に追加することを検討したい。 
 
事務局：資料 2-3 の論点 No4 を説明。 
吉田委員：委員会等の「等」は何を意味するのか。 
METI：どのような委員会か現段階では不明なので「等」をつけている。 
西山委員：分解性については、本確認・選定方法（案）に基づく判断は、化審法の既存化

学物質点検と同列に考えてよいか。この案だと、使用できるデータがほとんど

ないと考えられる。環境中でのリスクを予想するためだから、利用可能なデー

タを最大限利用すべきでは。 
METI：リスク評価の（一次）の初期段階までは、化審法の既存化学物質点検の考え方と整

合性を図ることになる。ただ、評価が進むにつれて、物質の顔を見て個別に判断

するようになる。 
西山委員：化審法以外のデータも活用して判断した方がよいと考える。化審法のデータの

場合、分解物等のデータが必要ということであればほとんど使えるデータはな

いと思う。原案の記載では誤解されるおそれがあるので記載を検討していただ

きたい。 
METI：誤解を招かない表現としたい。 
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鈴木委員：本案は、リスク評価の前半に係るものだが、後半のことも考えておく必要があ

るのでは。 
METI：（ご意見として承った。） 
 
事務局：資料 2-3 の論点 No7 を説明。 
西山委員：TG 301B を取り上げるのならば、それを補完した TG 310 も採用すべきでは。

METI：（ご意見として承った。） 
米澤委員：データを集めるということに限定すれば、広く集めるのが良いと思う。ただし、

リスク評価にどのように使うかは別問題。 
METI：（ご意見として承った。） 
 
事務局：資料 2-3 の論点 No5 を説明。 
米澤委員：BCF については、回帰式も検討いただきたい。また、OECD のツール BOX も

使用を検討いただきたい。 
事務局：原案に回帰式も追加することを検討する。 
西山委員：BCF については、産業界の詳しい人にも意見を聞きたい。 
METI：米澤先生、北野先生には意見を聞いている。 
吉田委員：界面活性作用のある物質については、logKow の測定はできない。 
事務局：REACH の技術ガイダンスを確認する。 
鈴木委員：推定値を QSAR に入力して得られた推定値はランク４であるが、しかたない。

先ずは試行を行って、最終的な方法はそのあと決める方向で良いと思う。「仮決め」

が現実的と考える。 
METI：とりあえずこの案を基に暫定的に試行し、その結果を踏まえ柔軟に対応することと

したい。 
 
事務局：資料 2-3 の論点 No6 を説明 
亀屋委員：本原案で先ずは試行してみるのが適当と思う。試行の結果に基づき使用可否基

準の順番は再検討すれば良いと思う。 
METI：取りあえずこの案を基に試行し、その結果を踏まえ柔軟に対応することとしたい。 
米澤委員：専門家の意見も踏まえたクロスチェックを行うプロセスを導入した方がいいの

では。 
座長： 当面は、柔軟性を持たせた上でこの案でやってみては如何でしょうか。柔軟性を

持たせつつ本案で試行し、良い案があればシステムに取り入れるということで如

何でしょうか。 
METI：とりあえず、この案で試行し、柔軟に見直すこととしたい。 
西山委員：この基準案で扱う物質は、既存化学物質だから業界関係者の説明を行う機会を
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設けることを検討してほしい。 
METI：（ご意見として承った。） 
 
座長：その他についてありませんか。 
西山委員：「（生）分解性」について、直接定量及びパスレベルが必要とのことだが、直接

定量していないケースはだめか。究極分解で分解残留物がない場合、即ち BOD
が 100％となる場合はどのように考えておけば良いか。 

METI：基本的には化審法内で新規と既存の整合性をとる必要があるので、直接定量とパス

レベル達成の両方を必須とする。ただし、これについては今後の検討課題と認識

している。  
西山委員：「少なくとも・・・」という文言は、「当面は・・・」に変えていただきたい。 
METI：これは案であり、文言については工夫する。 
亀屋委員：事業者からの情報提供の時期については、早めに通知するのが望ましい。特に

１年目は気をつけてほしい。情報提供は早めに始めないと、事業者がデータを

持っているのに出せなかったという自体になりかねないので気をつけてほしい。 
METI：（ご意見として承った。） 
座長：意見は出尽くしたので、このあとは座長預かりとしてほしい。 
各委員：了解。 
座長：それでは、本日のご指摘に関しましては、委員の先生にもご協力をお願いした上で、

最終的には座長預かりで、事務局の対応とさせていただきたいと思います。 
 
４．閉会 
事務局：修正案が出来た段階で関連の委員の先生方にはご意見をいただくこともあるかと

思います。その際には宜しくお願いいたします。以上をもちまして、物化性状デ

ータ等に関する選定基準委員会を終了いたします。本日は、誠にありがとうござ

いました。 
以上 
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付①-5-1

No 添付資料①-6 該当部分 コメント 検討結果
基準案修正
の必要性の

有無
1 2頁37行 使用可否基準「信頼性ランク」 信頼性ランク2C以上のデータは、後々のために、列挙し、整

理しておいた方が良いのでは。(西山委員）

2 〃 〃 キースタディで選択されたデータの信頼性を、リスク評価段
階での不確かさの解析でも使えるように整理しておくべき。
（吉田委員）

3 〃 〃 信頼性の高いデータを収集するという前提に立てば、スク
リーニング段階にどうしても負荷がかかってくる。後々のこと
も考えて、ランクが下位のデータも保存しておくと良いので
は。（米澤委員）

4 2頁55行 「使用可否基準」１A＞1B、2A
＞2B＞2Cについて

本原案で先ずは試行してみるのが適当と思う。試行の結果
に基づき使用可否基準の順番は再検討すれば良いと思う。
（亀屋委員）

取りあえず、本案を基に試行し、その結果を踏まえ柔軟に対応す
ることとしたい。

無

5 〃 〃 専門家の意見も踏まえたクロスチェックを行うプロセスを導
入した方がいいのでは。（米澤委員）

リスク評価初期段階までは効率性の観点からクロスチェックの仕
組みを導入することは困難であるため、この案で暫定的に試行
し、柔軟に見直すこととしたい。

無

6 5頁145行 「適用範囲の推定方法」 BCFについては、回帰式も検討いただきたい。また、OECD
のツールBOXも使用を検討いただきたい。（米澤委員）

・提案いただいた回帰式を本案に追加した。

・ツールボックスについては、調査した結果、評価者が類似物質
を選択する必要があり、類似物質の選択の仕方により、結果が
大きく変わることがわかった。従って、リスク評価（一次）の初期段
階においてデータの効率的な選択を行うには適していないと判断
し、現状のままとした。リスク評価の初期段階以降の評価段階に
おける使用を検討することとしたい。

有

無

7 〃 〃 界面活性作用のある物質については、logKowの測定はでき
ない。QSARの適応範囲をもっと詳しく書くべき。（吉田委員）

REACHの技術ガイダンスには、界面活性作用のある物質につい
ては、logKowの測定はできないのでQSARで算出するとの記述が
あるため、原案どおりとしたい。

無

8 〃 〃 推定値をQSARに入力して得られた推定値は、信頼性ランク
「４」であるが、しかたない。先ずは試行してみて、最終的な
方法はそのあと決める方向で良いと思う。「仮決め」が現実
的と考える。（鈴木委員）

・推定値をQSARに入力して得られた推定値は、信頼性ランク「１」
及び「２」に該当するデータがない場合に限り、暫定的に使用する
こととし、リスク評価(一次) 以降の段階において精査する旨、本
案に追加記載した。

・図２の「性状データ選定の概念的全体像」に示している「使用可
か不明のデータ」（図の中央右側に示されている。）についても暫
定的に利用するフローに変えることした。

有

有

無キースタディ選択で選に漏れたランクが下位のデータも、以降の
リスク評価段階で活用できるように、整理保存しておく。
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No 添付資料①-6 該当部分 コメント 検討結果
基準案修正
の必要性の

有無
9 7頁179行 「信頼性の定まった情報源」 信頼性の定まった情報源に、「Merck」が該当し、「Aldlich」

が該当しないのはなぜか。現場では、「Aldlich」カタログに記
載されている沸点、融点などの数値を信頼性のあるものとし
て取扱っている。（田中委員）

10 〃 〃 初期評価段階では、カタログデータ等も積極的に使えるよう
にしておいた方が良いのでは。（西山委員）

11 〃 〃 リスク評価段階における収集したデータの使い方について
は、今のところ具体的には定まっていない。集まったデータ
を使って取りあえず評価・判断するといった考え方で良いの
では。（鈴木委員）

12 〃 〃 「Aldlich」カタログなどのカタログデータも調査し、整理してお
くことは初期段階としては重要である。使い方は、今後検討
して決めれば良い。（米澤委員）

13 〃 〃 情報源の前半はハンドブック等であり、後半は評価書なども
含まれている。リスク評価書作成の経験から言うと、個々の
評価書は作成目的が異なっており、性状データの信頼性は
低いものが含まれている可能性がある。（鈴木委員）

ご指摘の通り、一部の評価書においてはその作成目的に照らし
て信頼性の低いデータが混在している可能性を否定できないこと
から、本案に「これらの情報源から得られた性状データについて
は、リスク評価(一次)の初期段階以降の段階において精査す
る。」を追記した。

有

14 〃 〃 初期段階での評価に際しては、取りあえず、得られたデータ
を使って評価を行い、個々のデータは評価結果に照らし合
わせて妥当なものかを判断すればいいのでは。データの使
える範囲をはっきりさせておくことが重要と考える。できるだ
け幅広いデータを横並びに使えるようにしておくことが重要
と考える。（米澤委員）

キースタディ選択で選に漏れたランクが下位のデータも、以降の
リスク評価段階で活用できるように、整理保存しておく。

無

15 〃 〃 この段階（データの信頼性確認と選定）で、個々のデータの
信頼性について議論するよりも、リスク評価段階において感
度解析を念頭に置いたデータの抽出システムを構築した方
が労力が小さくなる可能性がある。モデル物質を使って感
度解析したが、ほとんど影響しないパラメーターもあった。柔
軟なリスク評価システムが望ましい。（吉田委員）

感度解析については、リスク評価の初期段階以降の評価段階に
おける使用を検討したい。

無

16 8頁241行 物性データの「キースタディ選
択ルール」

キースタディを選択する際に平均値をとるのは慎重に行った
方がよい。例えば、融点は純度によって変わるので、平均
値を取るのは適切ではないだろう。（吉田委員）

委員指摘の通り、融点は純度が高いものほど高くなる。しかし、
データ集では純度が記載されていないものがほとんどであり、リ
スク評価（一次）の初期段階におけるデータの効率的な選択では
純度を考慮することは難しいため原案どおりとした。リスク評価の
初期段階以降の段階において、必に応じてより適切な選定方法
に見直すこととしたい｡

無

有

無

・委員会での意見を踏まえ、Sigma-Aldlich試薬カタログに記載さ
れている定量的測定値データは本委員会において信頼性ありと
認めたものとして追加した。

・その他の情報源についても、信頼性を担保できるものについて
は適宜追加したい。
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No 添付資料①-6 該当部分 コメント 検討結果
基準案修正
の必要性の

有無
17 〃 〃 国際的に評価がされ、１つのデータに絞り込まれている場

合には、そのデータを優先していいのではないか。少なくと
もOECD／HPVプログラムのSIDSレポートのデータは優先し
てよいと考える。また、GLP対応の結果は、必ずしも信頼性
が高いことを意味しないと考えるが。(西山委員）

ご指摘を踏まえ、本案にSIDSレポートのデータ（ただし、分解性以
外のデータ）を信頼性ランク１A（専門家が判断したカテゴリーアプ
ローチによる推定値は信頼性２C）に追加した。

有

18 14行399行 分解性の「使用可否基準」、
「キースタディ選択ルール」

直接定量及びパスレベルが必要とのことだが、直接定量し
ていないケースはだめか。究極分解で分解残留物がない場
合、即ちBODが100％となる場合はどのように考えておけば
良いか。(西山委員）

基本的には化審法内で新規と既存の整合をとる必要があるの
で、直接定量とパスレベル達成の両方が必須である。ただし、こ
れについては今後の検討課題と認識している｡

無

19 〃 〃 分解性に対する本案の判断は、化審法の既存化学物質点
検と同等と考えるべきなのか。その場合、使用できるデータ
はほとんどないのではないか。環境中での化学物質のリス
クを予想するのであれば、利用可能なデータを最大限利用
すべきではないか。(西山委員）

20 〃 〃 化審法以外のデータも活用して判断した方がよいと考える。
分解物等のデータが必要ということであれば、化審法の
データ以外ほとんど使えるデータはないと思う。原案の記載
では誤解されるおそれがあるので記載を検討していただき
たい。(西山委員）

21 〃 〃 TG 301Bを取り上げるのならば、それを補完したTG 310も採
用すべきでは。(西山委員）

ＴＧ310を追加した。 有

22 〃 〃 「少なくとも・・・」という文言は、「当面は・・・」に変えていただ
きたい。(西山委員）

案からは「少なくとも」の文言を削除し表現を和らげた。委員ご指
摘の「当面は」等の表現の追加は、方向性等が定まっていない現
時点での追加は困難であり、今後の課題とさせていただきたい。

有

リスク評価（一次）の初期段階は、化審法の既存化学物質点検の
考え方と整合性を図るととし、原案どおりとした。リスク評価（一
次）の初期段階以降の評価段階においては、利用可能なデータ
を最大限活用し、環境中におけるリスクを適切に見積もることを
検討したい｡

無
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物理化学的性状・分解性・蓄積性データに関する信頼性 1 
の確認と選定方法について（案） 2 

 3 
はじめに 4 
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律（以下「化審法」という｡）の改正により、5 

平成 22年度中に第二種監視化学物質及び第三種監視化学物質を対象に優先評価化学物質を6 
指定するための評価（以下「スクリーニング評価」という｡）を行い、平成 23 年度以降に7 
一般化学物質及び新規化学物質を対象に優先評価化学物質を選定するためのスクリーニン8 
グ評価を開始し、引き続きリスク評価を実施する予定となっている。 9 

ここでは、このスクリーニング評価及びリスク評価（一次）の初期段階（以下、「スクリ10 
ーニング評価等」という。）で利用する物理化学的性状・分解性・蓄積性データ（以下「性11 
状データ」という｡）について、信頼性の確認と信頼性あるデータの選定方法について規定12 
する。 13 

対象となる性状データは、融点、沸点、蒸気圧、水溶解度、1-オクタノール/水分配係数14 
（Log Kow）、有機炭素補正土壌吸着係数（Koc）、ヘンリー則定数、酸解離定数（pKa）、分15 
解性、蓄積性に関するデータである。 16 

これらの性状データの情報源は次の(ア)～(ウ)に大別される。 17 
 18 
(ア) 化審法上のデータ1

(イ) 上記（ア）以外の文献情報等のデータ 20 
 19 

(ウ) 適用範囲の推定方法（2.2 参照）による定量的データ（(ア)、（イ）を除く。） 21 
 22 
スクリーニング評価等に必要なこれらの性状データの信頼性確認とその選定は、審査・23 

判定と同等に行うことが理想的であるが、スクリーニング評価の一環として、多数の既存24 
化学物質の性状データの確認・選定を限られた時間内に効果的・効率的に審査・判定と同25 
等に行うことは難しいと考えられる。そこで、円滑な確認・選定を行うことを目的とし、26 
これらの性状データがスクリーニング評価等に使用できるかどうかの判断基準（以下、「使27 
用可否基準」という。）及び最も信頼でき、評価の根幹とされるキースタディを選択するル28 
ール（以下「キースタディ選択ルール」という。）（以下、この２つを併せ「選定基準」と29 
いう｡）をあらかじめ定め、その選定基準に従って(ア)～(ウ)の性状データの中から選択す30 
ることとする。また、優先評価化学物質の選定プロセスに科学的な客観性と透明性を持た31 
せるために、性状の項目別に選定基準を設定する。 32 

 33 
 34 

                                                   
1 判定に用いられたデータ、国による試験データ、事業者より報告されたデータ 
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 付①-6-2 

1. 性状データに関する選定基準の考え方 35 
1.1 使用可否基準 36 

「OECD-HPV マニュアル」での信頼性の考え方（参考１）、「Japan チャレンジマニ37 
ュアル」での信頼性ランク分類の目安（参考２）を参考に、性状データの信頼性を「信38 
頼性が高い（信頼性ランク１)｣、「信頼性がある（信頼性ランク２)｣、「信頼性が不十39 
分（信頼性ランク３)｣、「信頼性が判断できない（信頼性ランク４)」の４つの信頼性40 
ランクに分類する。 41 

信頼性を判断する観点は、国際的に、もしくは化審法上認められた試験法（推計法42 
を含む）等によるデータであるか、専門家によりレビューされている、もしくはレビ43 
ューされているとみなすことができるデータであるかの 2 点である（表１）。 44 
 45 

【信頼性ランク１（信頼性が高い)】 46 
・化審法通知2

・化審法通知の試験法、OECD テストガイドライン（2.1 参照）及びそれに準じた試験53 
法（参考３）によるもので GLP 準拠でないもの、または不明なもの(信頼性ランク１B）。 54 

の試験法、OECDテストガイドライン（2.1 参照）及びそれに準じた試験47 
法（参考３）によるものでGLP準拠のもの。化審法の判定結果を導くために直接的に使48 
われたデータ及びOECD／HPVプログラムのSIAR（SIDS Initial Assessment Report）で使49 
用されたデータ（キースタディがあるものはそのデータ、Reliabilityの記載があるもの50 
は信頼性ランク１及び２のデータを採用する。ただし、分解性以外のデータとする。）51 
（信頼性ランク１A）。 52 

・信頼性ランク１の中での優先順位は１A＞１B とする。 55 
【信頼性ランク２（信頼性がある)】 56 
・OECD テストガイドライン（2.1 参照）及びそれに準じた試験法（参考３）と完全に57 
一致していないが、専門家により科学的に受け入れられると判断された試験法による58 
データ(信頼性ランク２A）。 59 

・「信頼性の定まった情報源」（３ 参照）に収録されている定量的データ（信頼性ランク  60 
 ２B）。 61 
・適用範囲の推定方法（2.2 参照）による推定値（信頼性ランク２C）。 62 
・信頼性ランク２の中での優先順位は２A＞２B＞２C とする。 63 
【信頼性ランク３（信頼性が不十分】 64 
・試験等に障害または不適切な箇所があり、専門家により容認できないと判断されたデ65 
ータ。 66 

【信頼性ランク４(信頼性が確認できない)】 67 
・試験法及び情報源が不明なデータ 68 

                                                   
2 新規化学物質等の試験の方法について（平成 15 年 11 月 21 日薬食発第 1121002 号、平成 15・11・13 製局

第 2 号、環保企発第 031121002 号） 
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・試験法等の詳細が不明で、信頼性ランク２A か３かの判断ができないデータ。 69 
 70 

なお、ランクのより上位に該当するデータであっても、試験条件や結果の有効性が必ず71 
しも担保されていない場合もあり得る。性状データ選定に係る全体の流れ（図２）の中で72 
こうしたデータが確認された場合は使用しないと判断することもある。 73 

 74 
 75 

表１ 本選定基準における使用可否基準と信頼性基準 76 

使用
可否
基準 

信頼性ランク 

信頼性を判断する観点 

国際的に、もしくは化審法上認
められた試験法等によるデー
タ 

専門家によりレビューされている
とみなすことができるデータ 

原則
使用
可 

信頼性
あり 

1A 
制
限
な
し 

化審法又は OECD テストガイ
ドライン（2.1 参照）及びそれ
に準じた試験法（参考３）によ
るもので GLP 準拠のもの。 

化審法の判定結果を導くために直
接的に使われたデータ及び OECD
／HPV プログラムの SIAR（SIDS 
Initial Assessment Report）で使用 
されたデータ（キースタディがあ
るものはそのデータ、Reliability
の記載があるものは信頼性ランク
1 及び 2 のデータ）（ただし、分解
性以外のデータ） 

1B 

化審法又は OECD テストガイ
ドライン（2.1 参照）及びそれ
に準じた試験法（参考３）によ
るもので GLP 準拠でないもの
又は、不明なもの。 

－ 

2A 

制
限
あ
り 

－ 

OECD テストガイドライン（2.1 
参照）及びそれに準じた試験法（参
考３）に準拠していないが、専門
家により科学的に受け入れられる
と判断された試験法によるデー
タ。 

2B － 
「信頼性の定まった情報源」（３ 
参照）に収録されている定量的デ
ータ。 

2C 
適用範囲の推定方法（2.2 参
照）による推定値。 

専門家が判断したカテゴリーアプ
ローチによる推定値。 

使用
不可 

信頼性
なし 

3 － 
試験等に障害又は不適切な箇所が
あり、専門家により容認できない
と判断されたデータ。 

原則
使用
不可 

信頼性
不明 

4 
試験法及び情報源が不明なデータ、又は試験法等の詳細が不明でラ
ンク２A か３かの判断を行うことができないデータ。 

 77 
1.2 キースタディ選択ルール 78 

性状データは、1.1 使用可否基準により判断し信頼性ランク「１」又は「２」に該79 
当するものの中から信頼性ランクの高いものから優先的に選択する（詳細については、80 
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４ 性状の項目別の選定基準に記述）。最も高い信頼性ランクにデータが複数ある場合81 
は、性状データごとに設定するキースタディ選択ルールによって決定する（図１）。 82 

ただし、信頼性ランク「４」に該当する性状データについては、信頼性ランク「１」83 
又は「２」に該当するデータがない場合に限り、暫定的に使用することとし、リスク84 
評価（一次）の初期段階以降の段階において精査する（「5. スクリーニング評価・リ85 
スク評価（一次）における性状データ選定の全体像」参照）。 86 

 87 
 88 
 89 
 90 
 91 
 92 
 93 
 94 
 95 
 96 
 97 

 98 
 99 
 100 
 101 
 102 
図１ 物性データに関する概念的選定基準 103 
 104 

2．国際的に、もしくは化審法上認められた試験法等 105 
2.1 試験法 106 
化審法試験法通知の試験法、以下に示す OECD テストガイドライン及びそれに準じた試107 

験法（参考３）に従って測定された試験データは信頼性ランク１のデータと判断する。 108 
 109 

（１）融点 110 
   OECD TG 102（Melting Point/ Melting Rang） 111 
（２）沸点 112 

  OECD TG 103（Boiling point/boiling range） 113 
（３）蒸気圧 114 
   OECD TG 104（Vapour Pressure Curve） 115 
（４）水溶解度 116 

性状データ

ランク3,4

使用可データ

キースタディ選択ルール

使用可否基準

ランク1,2

不選択
データ

選択

不選択

選択データ

スクリーニング評価等

選
定
基
準

不使用
データ
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  OECD TG 105（Water Solubility） 117 
（５）土壌吸着係数 118 
① OECD TG 121（Estimation of the Adsorption Coefficient (Koc) on Soil and on Sewage Sludge   119 

using High Performance Liquid Chromatography (HPLC)） 120 
② OECD TG 106（Adsorption -Desorption Using a Batch Equilibrium Method） 121 

（６）酸解離定数 122 
   OECD TG 112（Dissociation Constants in Water） 123 
（７）オクタノール/水分配係数 124 
① OECD TG 107（Partition Coefficient (n-octanol/water): Shake Flask Method） 125 
② OECD TG 117 （ Partition Coefficient (n-octanol/water), High Performance Liquid 126 

Chromatography (HPLC) Method） 127 
③ OECD TG 123（Partition Coefficient (1-Octanol/Water): Slow-Stirring Method） 128 

（８）分解性（生分解性） 129 
① OECD TG 301A (DOC Die-Away） 130 
② OECD TG 301 B (CO2

③ OECD TG 301C (MITI (I) (Ministry of International Trade and Industry, Japan)) 132 
 Evolution (Modified Sturm Test)) 131 

④ OECD TG 301D (Closed Bottle) 133 
⑤ OECD TG 301E (Modified OECD Screening) 134 
⑥ OECD TG 301F (Manometric Respirometry) 135 
⑦ OECD TG 310 (Ready Biodegradability – CO2

（９）蓄積性 137 
 in sealed vessels (Headspace Test)) 136 

① OECD TG 305（Bioconcentration: Flow-through Fish Test） 138 
② OECD TG 305 A (Bioaccumulation: Sequential Static Fish Test) 139 
③ OECD TG 305 B (Bioaccumulation: Semi-static Fish Test) 140 
④ OECD TG 305 C (Bioaccumulation: Test for the Degree of Bioconcentration in Fish) 141 
⑤ OECD TG 305 D (Bioaccumulation: Static Fish Test) 142 
⑥ OECD TG 305 E (Bioaccumulation: Flow-through Fish Test) 143 

 144 
2.2 推計法 145 
「OECD-HPV マニュアル」において、SIDS 項目に対して推定値の使用を認めており、本146 

選定基準においても、適用範囲の推定方法による推定値を、信頼性ランク２C のデータ（入147 
力データが信頼性ランク２B 以上の場合とする。）として補完することとする。なお、推定148 
するために用いたデータが、信頼性ランク２C 以下の場合、得られる推定値は、信頼性ラン149 
ク「４」（信頼性不明）とする。 150 

ただし、信頼性ランク「４」の推定値は、信頼性ランク「１」及び「２」に該当するデ151 
ータがない場合に限り暫定的に使用することとし、リスク評価(一次) の初期段階以降の段152 
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階において精査する（「5. リスク評価（一次）における性状データ選定の概念的全体像」153 
参照）。 154 

リスク評価（一次）の初期段階において性状データの補完に用いる推定方法及び適用範155 
囲を表２に示す。 156 

 157 
表２ スクリーニング評価等においてデータ補完に用いる推定方法 158 

項目 推定方法 推定に必要な項目 適用範囲 

融点 MPBPWIN（EPI Suite） SMILES 又は CAS 番号 無機・金属・有機金属

化合物、分子量が1000

を超える物質、反応

性・加水分解性物質、

1・2 族の陽イオン塩

化合物以外の物質

沸点 

※5 

MPBPWIN（EPI Suite） SMILES 又は CAS 番号 

蒸気圧 MPBPWIN（EPI Suite） SMILES 又はCAS番号、

融点、沸点 

水溶解度 WSKOWWIN（EPI Suite） SMILES 又はCAS番号、

Log Kow、融点、MW 

※1 

土壌吸着係数（Koc） KOCWIN（EPI Suite） SMILES 又はCAS番号、

Log Kow 

※2 

オクタノール/水分配 

係数（log Kow） 

KOWWIN（EPI Suite） SMILES 又は CAS 番号 

生物濃縮係数（BCF） BCFBAFWIN（EPI Suite） SMILES 又はCAS番号、

Log Kow 

※3 同上、4.10 参照 

回帰式（4.10 参照） Log Kow 4.10 参照 

ヘンリー則定数 HENRYWIN（EPI Suite） SMILES 又は CAS 番号 ※4 水溶解度≧ 1 mol/L

（4.6 参照）

計算式 H＝VP/(WS/MW) 

※6 

分子量、水溶解度、蒸気

圧 

水溶解度＜ 1 mol/L

（4.6 参照) 

酸解離定数（pKa） SPARC SMILES 有機化合物

※1：トレーニングセットの適用範囲：分子量（MW）＝27～628、Log Kow=-3.9～8.3 159 

※7 

※2：トレーニングセットの適用範囲：分子量（MW）＝32～665、Log Koc=約 0～約 7 160 
※3：トレーニングセットの適用範囲：分子量（MW）＝68～959、Log Kow=-1.4～11.3 161 
※4：トレーニングセットの適用範囲：分子量（MW）＝26～451 162 
※5：OECDのサイト（http://webdominol.oecd.org/comnet/env/models.nsf；2009 年 6 月 6 日アクセス）から引  163 
   用（2011 年 3 月 3 日現在不通） 164 
※6：トレーニングセットに含まれる結合を持つ化合物のみ推定値が出力される 165 
※7：EPAのサイト（http://www.epa.gov/athens/publications/reports/EPA_600_R_03_033.pdf；2011年3月3日アク166 

セス）から引用、トレーニングセットの適用範囲：pKa=約-12～約18 167 
 168 
 169 

http://webdominol.oecd.org/comnet/env/models.nsf�
http://www.epa.gov/athens/publications/reports/EPA_600_R_03_033.pdf�
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EPI Suite は、米国環境保護庁（以下、「U.S. EPA」という。）と Syracuse Research Corporation170 
が共同開発した物理化学的性状と環境中運命評価モデルに関するソフトウエアであり、融171 
点、沸点、蒸気圧などの各項目に関する構造活性相関等による推計モデルの集合体である。172 
SMILES 形式の構造式又は CAS 番号を入力することによって、推定値を計算する。 173 

SPARC は、SPARC Performs Automated Reasoning in Chemistry のことで、米国ジョージア174 
大学の L.A. Carreira 教授らがインターネット上に構築している化学構造-物性計算ソフトウ175 
エアであり、pKa などの物理化学的性状を推算する機能を備えている。KOWWIN や ClogP 176 
が置換基の寄与率を加算して特性値を算出するのに対し、SPARC は基本的な化学構造のア177 
ルゴリズム（科学的な熱力学原理にもとづいたメカニズムモデル）を基盤とする一般的な178 
方法である。なお、SPARC では SMILES を用いて構造情報を入力する必要がある。 179 

 180 
3．信頼性の定まった情報源 181 
3.1 信頼性の定まったとされるデータベースに収録されているデータ 182 
「Japan チャレンジマニュアル」での信頼性ランク分類の目安（参考２）において、信頼183 

性の定まったとされるデータベースに収録されているデータの使用を認めている。本選定184 
基準においても、「Japan チャレンジマニュアル」、「OECD- HPV マニュアル」、「REACH の185 
技術ガイダンス」でピアレビューされている次の情報源の定量的測定値データについては、186 
原則として原著等での確認を要さず信頼性ありと判断する。（表１に示す基準では、信頼性187 
ランク２B と判断されるが、試験法について判別ができる場合は信頼性ランク１と判別され188 
る場合もある。） 189 
 190 
・CRC Handbook of Chemistry and Physics, 90th, CRC-Press, 2009 191 
・Hazardous Substances Data Bank (HSDB)  192 
・Hawley’s Condensed Chemical Dictionary, 15th, John Wiley & Sons, 2007 193 
・SRC PhysProp Database, Syracuse Research Corporation, 2009 194 
・The Merck Index, 14th Ed, Merck & Co, 2006 195 
・The IUPAC Solubility Data Series 196 
・Illustrated Handbooks of Physical-Chemical Properties and Environmental Fate for Organic 197 

Chemicals, CRC-Press, 1997 198 
 199 
3.2 専門家によるレビューを経ているデータ 200 
原則として、次の情報源の定量的測定値データ（キースタディがあるものはそのデータ、201 

Reliability の記載があるものは信頼性ランク１及び２のデータ）については、専門家による202 
レビューを経ている等の作成経緯を考慮して原著等での確認を要さず原則として信頼性あ203 
りと判断する。（表１の基準では、信頼性ランク２B と判断される。ただし、試験法の判別204 
ができる場合は信頼性ランク１と判別される場合もある。） 205 
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キースタディ、Reliability 1 又は Reliability 2 のデータが２つ以上ある場合は、優先順位は206 
キースタディ＞Reliability 1＞Reliability 2 とする。 207 

 208 
・US／HPV チャレンジプログラム 209 
・ジャパンチャレンジプログラム 210 
・(独)製品評価技術基盤機構：「化学物質の初期リスク評価書」 211 
・(財)化学物質評価研究機構・(独)製品評価技術基盤機構：「化学物質有害性評価書」 212 
・環境省環境リスク評価室：「化学物質の環境リスク評価」 213 
・WHO/IPCS：「環境保健クライテリア（EHC）」 214 
・WHO/IPCS：「国際簡潔評価文書（CICAD）」  215 
・ATSDR（米国毒性物質疾病登録局）：「Toxicological Profile」 216 
・EU ECB（European Chemicals Bureau）：「リスク評価書（EU Risk Assessment Report)」 217 
 218 
なお、これらの情報源から得られた性状データについては、リスク評価（一次）の初期219 

段階以降の段階において精査する。 220 
 221 
3.3 専門家が信頼性ありと認めたデータ 222 
専門家が信頼性ありと認めた次の情報源の定量的測定値データについては原著等での確223 

認を要さず信頼性ありと判断する。 224 
 225 
・ Sigma-Aldlich 試薬カタログ 226 
 227 
なお、この情報源から得られた性状データについては、リスク評価（一次）の初期段階228 

以降の段階において精査する。 229 
 230 

4. 性状の項目別の選定基準 231 
4.1 融点 232 

使用可否基準 233 
表１の信頼性ランク「１」又は「２」に該当する定量的データを選択する。 234 
融点のデータが得られない場合、凝固点のデータを選択することができる。この場合、235 

その旨を明示する。得られたデータが溶融範囲又は凝固範囲である場合は、その範囲の平236 
均値を融点又は凝固点として扱う。 237 
なお、融点又は凝固点が得られない場合であっても、軟化点/流動点、分解点、及び昇華238 

点が得られる場合には、専門家判断により代替することができる。この場合、その旨を明239 
示する。 240 

 241 
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キースタディ選択ルール 242 
使用可否基準に合致したデータの中から、次の順番に従ってキースタディを選択する。 243 

① 信頼性ランク「１」又は「２」に該当する最も信頼性が高いデータが１つであれば、244 
それを採用する。 245 

② 信頼性ランク「１」又は「２」に該当する最も信頼性が高いデータが複数ある場合は、246 
その算術平均値を求め、算術平均値の算出に用いた各データが算術平均値±10℃以内3

③ MPBPWIN（EPI Suite）による融点の推定値を選択する。 253 

で247 
ある場合は算術平均値に最も近い測定値を選択する。算術平均値±10℃を超えるデータ248 
がある場合は、そのデータを除いた残りのデータの算術平均値を求め、その値に最も249 
近い測定値を選択する。なお、データが 2 つの場合においてはキースタディを 1 つに250 
絞り込むことはできない。この場合には、2 つのデータをキースタディとし、化学物質251 
の融点としては 2 つのデータの算術平均値を採用する。 252 

 254 
4.2 沸点 255 

使用可否基準 256 
表１の信頼性ランク「１」又は「２」に該当する定量的データを選択する。 257 
得られたデータが沸点範囲である場合は、その範囲の平均値を沸点として扱う。 258 
 259 
キースタディ選択ルール 260 
使用可否基準に合致したデータの中から、次の順番に従ってキースタディを選択する。 261 
得られた沸点データが標準圧力以外の場合には、次に示す式で圧力補正を行い、標準圧262 

力（101.3 kPa）における値に換算する4

 

。 263 

 264 

① 信頼性ランク「１」又は「２」に該当する最も信頼性が高いデータが１つであれば、265 
それを採用する（圧力記載のデータを優先する）。 266 

② 信頼性ランク「１」又は「２」に該当する最も信頼性が高いデータが複数ある場合は、267 
その算術平均値を求め、算術平均値の算出に用いた各データが算術平均値±12.5℃以内5

                                                   
3 REACH の技術ガイダンスでの測定値の推定精度±2.0K を参考に設定。 

268 
である場合は算術平均値に最も近い測定値を選択する（圧力記載のデータを優先する）。269 
算術平均値±12.5℃を超えるデータがある場合は、そのデータを除いた残りのデータの270 
算術平均値を求め、その値に最も近い測定値を選択する（圧力記載のデータを優先する）。271 
なお、データが 2 つの場合においてはキースタディを 1 つに絞り込むことはできない。272 

4 JIS K0066 化学製品の蒸留試験方法 5.3 留出温度の大気圧補正式から引用、BP は補正前沸点（℃）、BP’
は補正後沸点（℃）、P は圧力（Pa)。 
5 REACH の技術ガイダンスでの測定値の推定精度±2.5K を参考に設定。 
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この場合には、2 つのデータをキースタディとし、化学物質の沸点としては 2 つのデー273 
タの算術平均値を採用する。 274 

③ MPBPWIN（EPI Suite）による沸点の推定値を選択する。 275 
 276 
4.3 蒸気圧 277 

使用可否基準 278 
表１の信頼性ランク「１」又は「２」に該当する定量的データを選択する。 279 
 280 
キースタディ選択ルール 281 
使用可否基準に合致したデータの中から、次の順番に従ってキースタディを選択する。 282 

① 信頼性ランク「１」又は「２」に該当する最も信頼性が高いデータが１つであれば、283 
それを採用する（20～25℃での値を優先する）。 284 
20～25℃の値が得られない場合は、20～25℃以外の温度での値、温度記載のない測定   285 
値を選択する。 286 

② 信頼性ランク「１」又は「２」に該当する最も信頼性が高いデータが複数ある場合は、287 
その算術平均値を求め、算術平均値の算出に用いた各データが算術平均値±50％以内6

③ MPBPWIN（EPI Suite）による蒸気圧の推定値を選択する。このとき、キースタディ選294 
択ルールに基づき決定された融点と沸点の値（測定値）を用いる。 295 

で288 
ある場合は算術平均値に最も近い測定値を選択する。算術平均値±50％を超えるデータ289 
がある場合は、そのデータを除いた残りのデータの算術平均値を求め、その値に最も290 
近い測定値を選択する。なお、データが 2 つの場合においてはキースタディを 1 つに291 
絞り込むことはできない。この場合には、2 つのデータをキースタディとし、化学物質292 
の蒸気圧としては 2 つのデータの算術平均値を採用する。 293 

 296 
温度記載のある蒸気圧は、20℃における値に換算する。温度補正は次に示す式を用いる7

 

。 297 

 298 

4.4 水溶解度 299 
使用可否基準 300 
表１の信頼性ランク「１」又は「２」に該当する定量的データを選択する。 301 
 302 

                                                   
6 REACH の技術ガイダンスでの測定値の再現精度が最大 50％であることに基づき設定。 
7 ECB (2003) Technical Guidance Document on Risk Assessment. Part C, Chapter 3, 2.3.2 Data for exposure models 
の Equation (2)から引用、VP は補正前蒸気圧（Pa）、VP’は補正後蒸気圧（Pa）、T は温度（K）、R は気体

定数（8.314 Pa･m3/(mol･K)）、H0vapor は蒸発エンタルピー（5×104 J/mol）。 
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キースタディ選択ルール 303 
使用可否基準に合致したデータの中から、次の順番に従ってキースタディを選択する。 304 

① 信頼性ランク「１」又は「２」で最も高いデータが１つであれば、それを採用する（20305 
～25℃における値を優先する）。20～25℃での値が得られない場合は、20～25℃以外の306 
温度での値、温度記載のない測定値を選択する。 307 

② 信頼性ランク「１」又は「２」で最も高いデータが複数ある場合は、その算術平均値308 
を求め、算術平均値の算出に用いた各データが算術平均値±30％以内8

③ WSKOWWIN（EPI Suite）による水溶解度の推定値を選択する。このとき、キースタデ316 
ィ選択ルールに基づき決定された log Kow の値を用いる。   317 

である場合は算術309 
平均値に最も近い測定値を選択する（温度記載のデータを優先）。算術平均値±30％を310 
超えるデータがある場合は、そのデータを除いた残りのデータの算術平均値を求め、311 
その値に最も近い測定値を選択する（温度記載のデータを優先）。なお、データが 2 つ312 
の場合においてはキースタディを 1 つに絞り込むことはできない。この場合には、2 つ313 
のデータをキースタディとし、化学物質の水溶解度としては 2 つのデータの算術平均314 
値を採用する。 315 

温度記載のある値は 20℃の値に換算する。温度補正は次に示す式で行う9

 

。 318 

 319 
「不溶」等の定性的データの定量的データへの変換は行わないが、「不溶」と記載されて320 

いるデータしか得られない場合は、測定方法の検出限界値の記載がある場合に限り、検出321 
限界値を水溶解度として選択する。この場合、その旨を明示する。 322 
 323 
4.5 有機炭素補正土壌吸着係数（Koc） 324 

使用可否基準 325 
表１の信頼性ランク「１」又は「２」に該当する定量的データを選択する。 326 
 327 
キースタディ選択ルール 328 
使用可否基準に合致したデータの中から、次の順番に従ってキースタディを選択する。 329 

① 信頼性ランク「１」又は「２」に該当する最も信頼性の高いデータが１つであれば、330 
それを採用する。 331 

② 信頼性ランク「１」又は「２」に該当する最も信頼性の高いデータが複数ある場合は、332 
その算術平均値、その値に最も近い測定値を選択する。なお、データが 2 つの場合に333 

                                                   
8 REACH の技術ガイダンスでの測定値の併行精度が最大 30％であることに基づき設定。 
9 ECB (2003) Technical Guidance Document on Risk Assessment. PartⅡ, Chapter 3, 2.3.2 Data for exposure models 
の式(3)から引用、WS は補正前水溶解度（mg/L）、WS’は補正後水溶解度（mg/L）、T は温度（K）、R は

気体定数＝8.314 [Pa･m3/(mol･K)]、H0solut は溶解エンタルピー＝1×104（J/mol）。 
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おいてはキースタディを 1 つに絞り込むことはできない。この場合には、2 つのデータ334 
をキースタディとし、化学物質の Koc としては 2 つのデータの算術平均値を採用する。 335 

③ KOCWIN（EPI Suite）による Koc の推定値を選択する。このとき、キースタディ選択336 
ルールに基づき決定された log Kow の値を用いる。 337 

 338 
4.6 ヘンリー則定数 339 

使用可否基準 340 
表１の信頼性ランク「１」又は「２」に該当する定量的データを選択する。 341 
 342 
キースタディ選択ルール 343 
使用可否基準に合致したデータの中から、次の順番に従ってキースタディを選択する。 344 

① 信頼性ランク「１」又は「２」に該当する最も信頼性の高いデータが１つであれば、345 
それを選択する。 346 

② 信頼性ランク「１」又は「２」に該当する最も信頼性の高いデータが複数ある場合は、347 
その算術平均値を求め、その値に最も近い測定値を選択する。なお、データが 2 つの場348 
合においてはキースタディを 1 つに絞り込むことはできない。この場合には、2 つのデ349 
ータをキースタディとし、化学物質のヘンリー則定数としては 2 つのデータの算術平均350 
値を採用する。 351 

③ 推計方法によるヘンリー則定数を選択する。 352 
・ キースタディ選択ルールに基づき決定された水溶解度が「1 

次の計算式

mol/L」未満の場合は、 353 
10

 355 
によるヘンリー則定数を選択する。 354 

H＝VP/(WS/MW) 356 
 357 
このとき、キースタディ選択ルールに基づき決定された水溶解度（WS）及び蒸気圧358 
（VP）の値を用いる。 359 

・キースタディ選択ルールに基づき決定された水溶解度が「1 

 HENRYWIN（EPI Suite）によるヘンリー則定数の推定値

mol/L」以上の場合は、 360 
11

 362 
を選択する。 361 

                                                   
10 William M. Meylan and Philip H. Howard (1991) Bond Contribution Method for Estimating Henry’s Law 
Constants, Environmental Toxicology and Chemistry, 10, pp1283-1293、H（ヘンリー則定数；Pa･m3/mol）、VP（蒸

気圧；Pa）、WS（水溶解度；mg/L）、MW（分子量）。 
11 HENRYWIN では、化合物の結合の種類と数による Bond Contribution Method、化合物の置換基の数

と種類による Group Contribution Method 及び構造が似ている Henry 則定数既知化合物の Bond 
Contribution Method を組み合わせた Experimental Value Adjusted Method が実装されているが、より

精度が高いと考えられる Bond Contribution Method の値を用いる。なお、計算式（H＝VP/(WS/MW)）
は水溶解度が高い物質の場合、ヘンリー則定数が低く見積もられ、他の手法を用いるのが良いとされてい

る。HENRYWIN の開発者は水溶解度が 1mol/L 未満の化学物質には計算式（H＝VP/(WS/MW)）を推奨

するとしている。 
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4.7 酸解離定数（pKa） 363 
使用可否基準 364 
表１の信頼性ランク「１」又は「２」に該当する定量的データを選択する。 365 
酸解離定数に関しては、水溶媒中におけるデータを使用し、水溶媒中以外のデータは使366 

用不可とする。 367 
 368 
キースタディ選択ルール 369 
使用可否基準に合致したデータの中から、次の順番に従ってキースタディを選択する。 370 

① 信頼性ランク「１」又は「２」に該当する最も信頼性の高いデータが１つであれば、371 
それを採用する。 372 

② 信頼性ランク「１」又は「２」に該当する最も信頼性の高いデータが複数ある場合は、373 
その算術平均値を求め、算術平均値の算出に用いた各データが算術平均値±1.0 以内12

③ SPARC による pKa の推定値を選択する。 380 

で374 
ある場合は算術平均値に最も近い測定値を選択する。算術平均値±1.0 を超えるデータ375 
がある場合は、そのデータを除いた残りのデータの算術平均値を求め、その値に最も376 
近い測定値を選択する。なお、データが 2 つの場合においてはキースタディを 1 つに377 
絞り込むことはできない。この場合には、2 つのデータをキースタディとし、化学物質378 
のpKaとしては 2 つのデータの算術平均値を採用する。 379 

 381 
4.8  1-オクタノール/水分配係数（log Kow 又は log Pow） 382 

使用可否基準 383 
表１の信頼性ランク「１」又は「２」に該当する定量的データを選択する。 384 
 385 
キースタディ選択ルール 386 
使用可否基準に合致したデータの中から、次の順番に従ってキースタディを選択する。 387 

① 信頼性ランク「１」又は「２」に該当する最も信頼性の高いデータが１つであれば、388 
それを採用する。 389 

② 信頼性ランク「１」又は「２」に該当する最も信頼性の高いデータが複数ある場合は、390 
「－2.0＜log Kow≦4.0」13のときはフラスコ振とう法、「4.0＜log Kow≦6.0」14

③ 算術平均値を求め、算術平均値の算出に用いた各データが算術平均値±1.0 以内

のとき391 
はHPLC法による値を優先する。 392 

15

                                                   
12 REACH の技術ガイダンスでの測定値の変動係数±0.1 を参考に設定。 

である393 
場合は算術平均値に最も近い測定値を選択する。算術平均値±1.0 を超えるデータがあ394 
る場合は、そのデータを除いた残りのデータの算術平均値を求め、その値に最も近い395 

13 OECD TG 107 及び JIS K 7260-107 に示されている適用範囲に基づき設定。 
14 OECD TG 117 及び JIS K 7260-117 に示されている適用範囲に基づき設定。 
15 REACH の技術ガイダンスでの測定値の併行精度±0.1～±0.3 を参考に設定。 
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測定値を選択する。なお、データが 2 つの場合においてはキースタディを 1 つに絞り396 
込むことはできない。この場合には、2 つのデータをキースタディとし、化学物質のlog 397 
Kowとしては 2 つのデータの算術平均値を採用する。 398 

④ KOWWIN（EPI Suite）による log Kow の推定値を選択する。 399 
 400 
4.9 分解性（生分解性） 401 

使用可否基準 402 
表１の信頼性ランク「１」又は「２A、2B（２Cは除く）」に該当する次の条件に合致403 

するデータをスクリーニング評価等に利用可能なデータの候補とする。 404 
・化審法の判定に使われたデータ 405 
・化審法の試験法通知等に準じた試験法による試験データ 406 
・OECD テストガイドライン301「Ready Biodegradability（易生分解性）」シリーズ及び310 407 

「Ready Biodegradability – CO2

のCO

 in sealed vessels (Headspace Test)（易生分解性-密閉容器中 408 

2

・「信頼性の定まった情報源」（３ 参照）からの定量的測定データ 410 
（ヘッドスペース試験））」に準拠した試験結果 409 

 データは、被験物質についての直接分析を実施し分解率を明らかにしていること、及411 
び分解生成物を同定していることを前提とする。また、OECD テストガイドライン 302C412 
単独での情報は分解性の情報として利用しない。類似物質の情報を元に判定可能な物質413 
がある場合も、スクリーニング評価等に利用可能なデータの候補とする。 414 
 415 
キースタディ選択ルール 416 
使用可否基準に合致したデータの中から、次の順番に従ってキースタディを選択する。 417 

① 化審法において当該化学物質又は類似物質の分解性データに基づき判定がなされてい418 
る場合はそれを選択する。 419 

② 信頼性ランク「１」のデータのうち、化審法の試験法通知等に準じた試験法による試420 
験データに該当するデータがあれば、それを選択する。 421 

③ 信頼性ランク「１」又は「２」に該当する最も信頼性の高いデータが１つであれば、422 
それを選択する。 423 

④ 信頼性ランク「１」又は「２」に該当する最も信頼性の高いデータが複数ある場合は424 
審議会の判断とする。 425 

 426 
 

化審法における判定を経ていない物質の場合は、審議会等での判断を経ることを原則と428 
する。特に、スクリーニング評価等で「良分解性」として扱う物質についてはあらかじめ429 
審議会等において分解性判断を経ることとする。表３に示す１つ以上の方法でそれぞれの430 
パスレベルを超える結果が得られた場合には審議会等において「分解性」判断を行うため431 

良分解性の判断について 427 
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の資料として提出する。 432 
 433 

表３ OECD テストガイドライン 301・310 におけるパスレベル 434 
試験法 301A 301B 301C 301D 301E 301F 

 

310 

DOC ダイア

ウェイ法 
修正 Strum

法 
修正MITI法

(I) 
クローズド 
ボトル法 

修正 OECD 
スクリーニ

ング法 

マノメーター

呼吸測定法 
ヘッドス 
ペース試験 

生分解性 
指標 DOC 除去率 CO2 BOD 除去率 発生率 BOD 除去率 DOC 除去率 BOD 除去率 ThIC 発生率 

試験期間 28 日間 28 日間 28 日間 28 日間 28 日間 28 日間 28 日間 
パスレベル >70％ >60％ >60％ >60％ >70％ >60％   >60％ 
 435 
4.10 蓄積性(BCF) 436 

使用可否基準 437 
表１の信頼性ランク「１」又は「２」に該当する定量的データを選択する。 438 

 439 
キースタディ選択ルール 440 
使用可否基準に合致したデータの中から、次の順番に従ってキースタディを選択する。 441 

① 化審法の濃縮度試験による蓄積性の判定に用いたデータがあればそれを採用する（た442 
だし、高蓄積に該当する物質は審議会判断とする）。その際に定常状態の値を優先させ443 
る。利用可能な値が複数得られる場合は各濃度区における後半 3 回の算術平均濃縮倍率444 
のうち最も倍率の高いものを用いる。「高濃縮性でない」ことが類推により判定されて445 
いる場合はその類推物質の BCF に置き換える。複数の物質から類推されている場合は446 
最大値を用いる。 447 

② 化審法の判定結果が得られない場合、信頼性ランク「１」又は「２」に該当する最も448 
信頼性の高いデータが１つであれば、それを選択する。 449 

③ 信頼性ランク「１」又は「２」に該当する最も信頼性の高いデータが複数ある場合は、450 
最大値を選択する。 451 

④ BCF 測定値が得られない場合、次の回帰式による推定値を選択する。 452 
・log Kow が 3.5 未満で、分配係数の試験結果により化審法に基づく蓄積性判定が行われ453 
ている場合 454 

対象物質が脂肪族炭化水素、芳香族炭化水素及びそのハロゲン化物（カテゴリーⅠ455 
「単純受動拡散カテゴリー」に分類）の場合は（式 1）16を用いる。対象物質が脂肪族456 
炭化水素、芳香族炭化水素及びそのハロゲン化物以外の場合は（式 2）17

                                                   
16 NITE の構造活性相関委員会による「カテゴリーアプローチによる生物濃縮性予測に関する報告書」（平

成 21 年 10 月 20 日）からの引用。 

を用いる。 457 

17 ECETOC（ECETOC (1998) Technical Report No. 74 QSARs in the Assessment of the Environmental Fate and 
Effects of Chemicals 4.1.4 Bioconcentration Factor (BCF) Table 15）、RIVM（RIVM (2000) RIVM report 679102050 
The risk evaluation of difficult substances in USES 2.0 and EUSES, A decision tree for data gap filling of Kow, 
Koc and BCF 1.6 The estimation of the log bioconcentration factor in fish from the octanol/water coefficient of 
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   458 
log BCF = 1.05× log Kow −1.71（式 1） 459 

log BCF = 0.85× log Kow − 0.70（式 2） 460 
 461 

ただし、log BCFの計算結果が 3.16 以下の場合には採用しない18

 463 
。 462 

・log Kow が 6 未満で、分配係数の試験結果により化審法に基づく蓄積性判定が行われて464 
いない場合 465 
 対象物質が脂肪族炭化水素、芳香族炭化水素及びそのハロゲン化物でlog Kowが測定466 
値の場合は上記（式 1）を用い、log Kowが推定値の場合は（式 3）16

 469 

を用いる。それ以467 
外の物質の場合は、上記（式 2）を用いる。 468 

log BCF = 1.03× log Kow −1.48（式３） 470 
 471 

・上記の回帰式を用いることができない場合は、BCFBAFWIN（EPI Suite）による推定値472 
を選択する。 473 
 474 

5. スクリーニング評価・リスク評価（一次）における性状データ選定の全体像 475 
性状データの選定について、リスク評価(一次)の初期段階以降における精査等も含めた476 

概念的全体像を図 2 に示す。 477 
本選定基準は、図の上段のリスク評価(一次)の初期段階までの段階において用い、そこ478 

で選定されたデータの信頼性ランク等に応じて、リスク評価(一次)の初期段階以降に精査479 
等を行うことを想定している。 480 

                                                                                                                                                     
pesticides）及び REACH-TGD（ECB (2003) Technical Guidance Document on Risk Assessment. Part Ⅲ, Chapter 4 
Use of (Quantitative) Structure Activity Relationships((Q)SARS) in Risk Assessment 4.5.2.1 QSARs for substances 
with logKow < 6 Table 6）において、logKow が 6 未満の物質の BCF を算出する式として紹介されている。 
18 U.S. EPA (2005) Human Health Risk Assessment Protocol for Hazardous Waste Combustion Facilities Appendix 
A-2 A2-2.13.4.1 Bioconcentration Factors for Fish (BCFfish) Equation A-22-27 には logKow＜1 のとき、logBCF
＝0.5 とあり、BCF に換算すると 3.16 となる。 
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精 査
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性状データの情報源

その他文献情報等のデータ
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データ

①か②で
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①？
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NO
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NO
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データの数？
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項目別の選定基準
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ランク4の
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ランク4の推定
値を暫定採用
（ランク4）

高
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なし
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当該項目
データなし
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２Bについては元文献の精査等 複数の推計法
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元文献の精査
等

必要に応じ
評価結果に対
する感度解析

ランク１か２ ランク３

感度？

有害性情報
（物理化学的
性状等）の求

め

低

ランク3のデータ
（採用しない）

ランク4のデータ
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ければ採用）

ランク４
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 481 

 482 
図２ 性状データ選定の概念的全体像 483 

484 
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（参考１） 485 
「OECD-HPV マニュアル」での信頼性の考え方 486 

 487 
Klimisch らによる信頼性評価基準は、信頼性のないデータを取り除くため試験報告書の初488 

期スクリーニングを支援する目的で Klimisch らにより開発された代表的なデータの信頼性489 
を評価するための基準である。本基準は、生態毒性試験と健康への影響試験について信頼490 
性をランク化する方法を導入しており、各ランクは以下の通り、ランク番号が小さいもの491 
程信頼性が高く、信頼性ランク 1 または 2 と評価されるデータが採用できるものとしてい492 
る。 493 
信頼性ランク 4 に該当する二次文献・資料については、元文献・情報が信頼性ランク 1494 

又は 2 である可能性を排除できないが、本選定方法においては原則として元文献・情報に495 
遡及することなく二次文献・資料で判断する。なお、リスク評価(一次)の初期段階に続く496 
評価において元文献・情報の精査を排除するものではなく、この段階において、必要に応497 
じて元文献・情報の信頼性評価を行うものとする。 498 

 499 
〇信頼性ランク 1 500 
「Reliable without restriction（制限なく信頼性あり）」 501 
妥当性が確認されたまたは国際的に認められたテストガイドライン（GLP が望ましい）502 

に従って実施された試験又はデータ、又は記載された試験項目が特定の（国レベルの）テ503 
ストガイドラインに基づいているもの、又は記載されたすべての試験項目がテストガイド504 
ラインと密接に関連しているか同等である試験又はデータ。 505 
 506 
〇信頼性ランク 2 507 
「Reliable with restrictions（制限付きで信頼性あり）」 508 
記載された試験項目は、特定のテストガイドラインと完全には一致していないが、当該509 

データは十分許容されるもの、又は記載項目はテストガイドラインに含めることはではな510 
いが、詳細な記述がなされており科学的に許容される（ほとんどのものは GLP に従っては511 
いない）試験又はデータ。 512 
 513 
〇信頼性ランク 3 514 
「Not reliable（信頼性なし）」 515 
測定系と試験物質の間に干渉が生じていたり、用いた生物/試験系への暴露が妥当ではな516 

かったり（例えば、非生理的な投与経路）、許容できない方法に従って実施、又は作られ、517 
記載が評価するには不十分であったり、専門家が判断する上でも説得力がない試験及びデ518 
ータ。 519 
 520 
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〇信頼性ランク 4 521 
「Not assignable（評価できない）」 522 
実験の詳細が十分に示されておらず、短い要約又は二次文献・資料（書籍、レビュー等）523 

に羅列されているだけの試験及びデータ。 524 
 525 

出典： 526 
Klimisch, H.J., Andreae, E. and Tillmann, U. (1997) A systematic approach for evaluating the quality of 527 

experimental and ecotoxicological data. Reg. Tox. Pharm., 25, 1-5. 528 
529 
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（参考２） 530 
「Japan チャレンジマニュアル」での信頼性ランク分類の目安 531 

 532 
１．既存情報に関する信頼性評価の事例 533 
国の既存点検結果については、確立した試験方法で適切に実施されていますので、信頼534 

性評価の必要はありません。このため、ここでは信頼性評価の対象となる既存の文献情報535 
と、自社データのそれぞれについて、使用可能性があるか、無いかの判断の事例を説明し536 
ます。信頼性評価の基準には、科学的に説明可能なものとして専門家が見て容認できるか537 
どうかといった、専門的な判断を必要とする場合があります。各情報収集項目に対応した538 
政府事務局の相談窓口が、必要な助言（必要に応じて専門家の紹介や打ち合わせ日程の設539 
定等を含む）を行いますのでご相談ください。 540 
（１）使用可能性がある情報 541 

Japan チャレンジプログラムにおいて使用可能と考えられる文献情報は、以下の通りです。 542 
・元文献を入手した結果、当該試験が国際的に認められたテストガイドラインに従い、GLP543 

で実施された試験報告であった場合（OECD 信頼性ランク１に該当） 544 
・元文献を入手した結果、当該試験が国際的に認められたテストガイドラインに準じて実545 
施された試験報告であって、様式（テンプレート）に十分な情報が記載できるとともに、546 
テストガイドラインからの逸脱について説明可能なもの。（OECD 信頼性ランク２に該当） 547 

・信頼性の定まったデータベース（メルクインデックス等）に収録されているデータ（OECD548 
信頼性ランク２に該当） 549 

・科学的に説明可能なもの（専門家の判断用として容認できる研究又はデータ） 550 
また、自社データについても、以下のとおり文献情報と同じような考え方で評価が出来551 
ます。 552 

・国際的に認められたテストガイドラインに従い、GLP で実施された試験報告。（OECD 信553 
頼性ランク１に該当） 554 

・国際的に認められたテストガイドラインに準じて実施された試験報告であって、様式に555 
十分な情報が記載できるとともに、テストガイドラインからの逸脱について説明可能な556 
もの。（OECD 信頼性ランク２に該当） 557 

・雑誌等に投稿されて公表された試験報告であって、様式（テンプレート）に十分な情報558 
が記載できるとともに、テストガイドラインからの逸脱について説明可能なもの。（OECD559 
信頼性ランク２に該当） 560 

・科学的に説明可能なもの（専門家の判断用として容認できる研究又はデータ） 561 
 562 
（２）使用可能性のない情報 563 
使用可能性のない情報は以下の通りです。 564 
・上記（１）以外の試験報告(OECD信頼性ランク３に該当、例：不適切な実験方法で実565 
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施された実験結果、評価のための記載が不十分な報告、実験結果の解釈に確実性を欠566 
くデータ）  567 

・評価できないもの（OECD 信頼性ランク４に該当、例：MSDS 等） 568 
 569 
２．信頼性が高いと認められるデータソース 570 

ここでは、信頼性の高いと認められるデータソースについて説明します。これらデータ571 
ソースに収載されている情報については、原則として元文献又は元データの信頼性評価を572 
要さないと考えられますが、試験の実施時期が相当古いなど、特殊なケースでは、これら573 
の情報ソースからのデータでも信頼性の評価が必要な場合もあり得ますので、適宜信頼性574 
評価窓口にご相談ください。 575 
 576 
（１）OECDのHPVマニュアルに記載されているもの19

OECDのHPVマニュアルに記載されている信頼性の高いと認められる情報ソースは以下578 
のとおりです。 579 

 577 

・The Merck Index –（物理化学的性状）  580 
・Hawley’s Condensed Chemial Dictionary –（物理化学的性状、用途）  581 
・Kirk-Othmer Encyclpedia of Chemical Technology –（用途）  582 
・Patty’s Industrial Hygiene and Toxicolgy –（ヒト健康影響）  583 
・US EPA IRIS (Integrated Risk Information System) –（ヒト健康影響, NOAELs, RfDs, 584 

RfCs and cancer slope factors)  585 
・ATSDR (The Agency for Toxic Substances and Disease Registry) Toxicological Profiles 586 

–（ヒト健康影響、用途、暴露情報）  587 
・NTP (National Toxicology Program) Study Report –（ヒト健康影響、用途、暴露情588 

報）  589 
・IARC (International Agency for Research on Cancer) Monographs on the Evaluation of 590 

Carcinogenic Risks to Humans –（ヒト健康影響、用途、暴露情報）  591 
・OSHA (Occupational Safety and Health Administration), ACGIH (American Conference 592 

of Industrial Hygienists), AIHA (American Industrial Hygiene Association) –（労働環593 
境基準とその根拠）  594 

その他の物理化学的性状に関する参考書 595 
・Lide’s CRC Handbook of Chemistry and Physics. 596 

    ・Beilstein Handbook of Organic Chemistry. 597 
・SAX’s Dangerous Properties of Industrial Materials. 598 
・Bretherick’s Handbook of Reactive Chemical Hazards. 599 
・Lange’s Handbook of Chemistry. 600 

                                                   
19 原文に基づき修正・加筆した。 
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・Fire Protection Guide on Hazardous Materials (NFPA; National Fire Protection 601 
Association). 602 

・Dust Explosions in the Process Industry ( R.K. Eckhoff). 603 
 604 
 605 
 606 
 607 
 608 
 609 
 610 
 611 
 612 
 613 
 614 
 615 
 616 
 617 
 618 
 619 
 620 
 621 
 622 
 623 
 624 
 625 
 626 
 627 
 628 
 629 
 630 
 631 
 632 
 633 
 634 
 635 
 636 
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（参考３） 637 
OECDテストガイドラインに準じた試験法20

 639 
 638 

（１）融点 640 
① JIS K 0064（化学製品の融点及び溶融範囲測定方法） 641 
② JIS K 0065（化学製品の凝固点測定方法） 642 
③ ISO 1392  (Method for the determination of the crystallizing point） 643 
④ ISO 2207 （Petroleum waxes - Determination of congealing point） 644 
⑤ ISO 3016  (Petroleum oils - Determination of pour point） 645 
⑥ EPA OPPTS 830.7200（Melting Point / Melting Range） 646 

 647 
（２）沸点 648 
① JIS K 0066（化学製品の蒸留試験方法） 649 
② ISO 918（Volatile organic liquids for industrial use – Determination of distillation  650 

characteristics） 651 
③ ISO 3924（Petroleum products – Determination of boiling range distribution – Gas 652 

chromatography method） 653 
④ ISO 3405:1988（Petroleum products – Determination of distillation characteristics） 654 
⑤ EPA OPPTS 830.7220（Boiling Point / Boiling Range） 655 

 656 
（３）蒸気圧 657 
① JIS K 2258-1（原油及び石油製品－蒸気圧の求め方－第 1 部：リード法） 658 
② JIS K 2258-2（原油及び石油製品－蒸気圧の求め方－第 2 部：3 回膨張法） 659 
③ ISO 3007（Petroleum products and crude petroleum – Determination of vapor pressure – Reid  660 

method） 661 
④ EPA OPPTS 830.7950（Vapor Pressure） 662 

 663 
（４）水溶解度 664 
① EPA OPPTS 830.7840（Water Solubility） 665 
② EPA OPPTS 830.7860（Water Solubility Generator Column Method） 666 

 667 
（５）土壌吸着係数 668 
① EPA OPPTS 835.1110 （Activated Sludge Sorption Isotherm） 669 
② EPA OPPTS 835.1220（Sediment and Soil Adsorption / Desorption Isotherm） 670 
③ ISO 18747（Water quality: adsorption of substances on activated sludge-batch test using   671 

                                                   
20 JIS、ISO 及び EPA を本選定基準として使用可能な試験法として位置付けた。 
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specific analytical method.） 672 
 673 
（６）酸解離定数 674 
  OECD TG 112（Dissociation Constants in Water） 675 
 676 
（７）オクタノール/水分配係数 677 
① JIS Z 7260-107 (分配係数（1-オクタノール/水）の測定－フラスコ振とう法) 678 
② JIS Z 7260-117 (分配係数（1-オクタノール/水）の測定－高速液体クロマトグラフィー) 679 
③ EPA OPPTS 830.7550（Partition Coefficient (n-Octanol/Water), Shake Flask Method） 680 
④ EPA OPPTS 830.7560（Partition Coefficient (n-Octanol/Water), Generator ColumnMethod） 681 
⑤  EPA OPPTS 830.7570（Partition Coefficient (n-Octanol/Water), Estimation By Liquid 682 

Chromatography） 683 
 684 
（８）蓄積性 685 
① JIS Z 7260-305（生物濃縮（水からの直接濃縮）：魚類を用いる連続流水式試験方法） 686 
② EPA OPPTS 850.1730（Fish BioconcentrationTest） 687 

688 
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（参考４） 689 
単位の換算 690 

 691 
算術平均値の算出等を行う場合、単位変換は次式に従う。 692 

① 温度の換算21

 ℃ ⇔ K：T（K）= t（℃） + 273.15  694 
 693 

 ℃ ⇔ﾟ F：T(℃) = 5/9 [t(ﾟ F) – 32] 695 
② 圧力の換算22

 mmHg ⇔ Pa：1Torr（mmHg）＝1.333×10

 696 
2

気圧 ⇔ Pa：1 気圧＝1.013×10

 Pa 697 
5

③ 水溶解度の換算 699 
 Pa 698 

水の比重は 1.000 として計算する。 700 

                                                   
21 OECD テストガイドライン 102 から引用 
22 OECD テストガイドライン 103 から引用（一部修正） 
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エンドポイントごとの HPV 化学物質点検マニュアルでの記載項目 
 

HPV 化学物質点検マニュアルでの「融点」の記載項目 
被験物質 識別情報： 

特記事項：被験物質に特異的な任意の関連特記事項に使用。 
方法 準拠した方法/ガイドライン：実施可能な方法の 1 つとして適用されたもの

を記載。 
GLP：準拠、非準拠 
年：試験を実施した年 
試験条件：プロトコールからの重大な逸脱については必ず詳述して考察を

行うこと。 
結果 融点の値（℃）：0℃未満の値も許容可能な情報として記載。 

分解：あり（温度℃）、なし、不明 
昇華：あり、なし、不明 
特記事項：データの信頼性および重要性の確認に必要と思われる追加情報

を記載する。 
結論 特記事項：コメントの情報源［著者および/または提出者］を特定する。 
信頼性 データの信頼性に関するコード［Klimisch コードなど］。使用した場合に

は『key study（キースタディ）』の標識となる。 
特記事項：その信頼性コードを選択した理論的根拠を明記することが望ま

しく、そのような「信頼性」の判断を下したプロセスについても明記する

ことが望ましい。 
参考文献 フリーテキスト 

 
HPV 化学物質点検マニュアルでの「沸点」の記載項目 

被験物質 識別情報： 
特記事項：被験物質に特異的な任意の関連特記事項に使用。 

方法 方法：実施可能な方法の1つとして適用されたものを記載。  

GLP：準拠、非準拠  

年：試験を実施した年  

試験条件：プロトコールからの重大な逸脱については必ず詳述して考察を

行うこと。 
結果 沸点の値（℃）：300℃を上回る値も許容可能な情報として記載。  

圧力：  

圧力単位：  

分解：あり（温度℃）、なし、不明  
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特記事項：データの信頼性および使用の適切な評価に必要と思われる追加

情報を記載する。 
結論 特記事項：コメントの情報源［著者および/または提出者］を特定する。 
信頼性 データの信頼性に関するコード［Klimisch コードなど］。使用した場合に

は『key study（キースタディ）』の標識となる。 
特記事項：その信頼性コードを選択した理論的根拠を明記することが望ま

しく、そのような「信頼性」の判断を下したプロセスについても明記する

ことが望ましい。 
参考文献 フリーテキスト 

 
HPV 化学物質点検マニュアルでの「蒸気圧」の記載項目 

被験物質 識別情報： 
特記事項：被験物質に特異的な任意の関連特記事項に使用。 

方法 方法：実施可能な方法の 1 つとして適用されたものも記載。 
GLP：準拠、非準拠 
年：試験を実施した年 
試験条件：プロトコールからの重大な逸脱については必ず詳述して考察を

行うこと。 
結果 蒸気圧の値：10-5 Pa 未満の値も許容可能な情報として記載。 

温度（℃）： 
分解：あり（温度℃）、なし、不明 
特記事項：データの信頼性および使用の適切な評価に必要と思われる追加

情報を記載する。 
転移（状態の変化、分解）が認められる場合には、次の情報を記載するこ

とが望ましい：変化の性質、大気圧において転移が生じる温度、転移温度

を 10℃および 20℃下回る温度、および遷移温度を 10℃および 20℃上回る

温度における蒸気圧（固体からガスへの遷移でない限り）。 
結論 特記事項：コメントの情報源［著者および/または提出者］を特定する。 
信頼性 データの信頼性に関するコード［Klimisch コードなど］。使用した場合に

は『key study（キースタディ）』の標識となる。 
特記事項：その信頼性コードを選択した理論的根拠を明記することが望ま

しく、そのような「信頼性」の判断を下したプロセスについても明記する

ことが望ましい。 
参考文献 フリーテキスト 
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HPV 化学物質点検マニュアルでの「水溶解度（解離定数を含む）」の記載項目 
被験物質 識別情報： 

特記事項：被験物質に特異的な任意の関連特記事項に使用。 
方法 方法：実施可能な方法の 1 つとして適用されたものも記載。 

GLP：準拠、非準拠 
年：試験を実施した年 
試験条件：プロトコールからの重大な逸脱については必ず詳述して考察を

行うこと。 
結果 値（mg/L）（温度［℃］を併記）： 

pH 値および濃度（温度［℃］を併記）： 
25℃での pKa 値： 
特記事項：データの信頼性および使用の適切な評価に必要と思われる追加

情報を記載する。 
結論 特記事項：コメントの情報源［著者および/または提出者］を特定する。 
信頼性 データの信頼性に関するコード［Klimisch コードなど］。使用した場合に

は『key study（キースタディ）』の標識となる。 
特記事項：その信頼性コードを選択した理論的根拠を明記することが望ま

しく、そのような「信頼性」の判断を下したプロセスについても明記する

ことが望ましい。 
参考文献 フリーテキスト 
 

HPV 化学物質点検マニュアルでの「光分解性」の記載項目 
被験物質 識別情報： 

特記事項：被験物質に特異的な任意の関連特記事項に使用。 
方法 方法：実施可能な方法の 1 つとして適用されたものも記載。 

GLP：準拠、非準拠 
年：試験を実施した年 
光源： 
光の波長（nm）： 
日光の強度に基づく相対強度： 
物質のスペクトル：最大λ、最大ε、ε295 
試験条件：プロトコールからの重大な逸脱については必ず詳述して考察を

行うこと。適宜下記の項目などについて、準拠したガイドラインとの相違

点を詳述すること。 
・試験媒質（空気、水、土壌、その他［具体的に記載］） 
・期間 
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・陽性対照 
・陰性対照 

結果 物質の濃度： 
温度（℃）： 
直接光分解： 
・半減期 t 1/2；（推奨）： 
・特定期間経過後の分解率（%）： 
・量子収率： 
間接的光分解： 
・増感剤（種類）： 
・増感剤の濃度： 
・速度定数： 
・特定期間経過後の分解率（%）： 
分解生成物：あり、なし。「あり」の場合、結果に関する特記事項欄に、分

解生成物について記載し、分解生成物が過渡的なものであるのか安定的な

ものであるのかを説明すること。 
特記事項：データの信頼性および使用の適切な評価に必要と思われる追加

情報を記載する。 
結論 特記事項：コメントの情報源［著者および/または提出者］を特定する。 
信頼性 データの信頼性に関するコード［Klimisch コードなど］。使用した場合に

は『key study（キースタディ）』の標識となる。 
特記事項：その信頼性コードを選択した理論的根拠を明記することが望ま

しく、そのような「信頼性」の判断を下したプロセスについても明記する

ことが望ましい。 
参考文献 フリーテキスト 

 
HPV 化学物質点検マニュアルでの「水中安定性」の記載項目 

被験物質 識別情報： 
特記事項：被験物質に特異的な任意の関連特記事項に使用。 

方法 準拠した方法/ガイドライン：実施可能な方法の 1 つとして適用されたもの

も記載。 
種類：試験の種類 
GLP：準拠、非準拠 
年：試験を実施した年 
試験条件：プロトコールからの重大な逸脱については必ず詳述して考察を

行うこと。適宜下記の項目などについて、準拠したガイドラインとの相違
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点を詳述すること。 
・期間 
・陽性対照 
・陰性対照 
・分析手順 

結果 データの信頼性および使用の適切な評価に必要と思われる追加情報を記載

する。 
名目値： 
実測値（単位は mg/L とすることが望ましい）： 
特定の pH および温度における特定期間経過後の分解率（%）： 
または 
半減期（t(1/2)を日数または時間で記載； pH（pH 4、7、9、その他）およ

び温度を併記）： 
分解生成物：あり、 なし。「あり」の場合、結果に関する特記事項欄に、

分解生成物について記載し、分解生成物が過渡的なものであるのか安定的

なものであるのかを説明すること。 
特記事項： 

結論 特記事項：コメントの情報源［著者および/または提出者］を特定する。 
信頼性 データの信頼性に関するコード［Klimisch コードなど］。使用した場合に

は『key study（キースタディ）』の標識となる。 
特記事項：その信頼性コードを選択した理論的根拠を明記することが望ま

しく、そのような「信頼性」の判断を下したプロセスについても明記する

ことが望ましい。 
参考文献 フリーテキスト 
 

HPV 化学物質点検マニュアルでの「分配」の記載項目 
被験物質 識別情報： 

特記事項：被験物質に特異的な任意の関連特記事項［物質の純度など］に

使用。 
方法 媒質（水-土壌、水-底質、水-生物相、水-空気、土壌-生物相、空気-生物相

のいずれに該当するかを明記） 
方法：たとえば、OECD、その他（使用した方法の発表年または更新年を

併記する）。 
GLP：準拠、非準拠 
特記事項： 
試験条件：プロトコールからの重大な逸脱については必ず詳述して考察を
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行うこと。 
結果 値 
信頼性 データの信頼性に関するコード［Klimisch コードなど］。使用した場合に

は『key study（キースタディ）』の標識となる。 
特記事項：その信頼性コードを選択した理論的根拠を明記することが望ま

しく、そのような「信頼性」の判断を下したプロセスについても明記する

ことが望ましい。 
参考文献 フリーテキスト 
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エンドポイントごとの REACH での記載項目 
 

REACH での「融点」の記載項目 
物質及び試験方法 試験方法 
結果及び考察 融点/沸点の測定値 

圧力と単位 
温度上昇の速度 
分解（該当する場合） 
正確度 
融点/沸点（標準圧力補正値） 

 
REACH での「蒸気圧」の記載項目 

物質及び試験方法 試験方法 

結果及び考察 少なくとも２つの温度での蒸気圧測定値 

温度 

20℃または 25℃での蒸気圧推定値 

正確度（バイアスと精度） 

転移（状態の変化と分解）が観測される場合、次の項目を記述する 

性質の変化 

大気圧で変化が起こる温度 

少なくとも転移温度の 10℃及び 20℃上下の温度での蒸気圧（固体

から気体への転移を除く） 

 
REACH での「水溶解度」の記載項目 

物質及び試験方法 予備試験の結果（必要な場合） 
飽和させる間の水温 
使用した試験方法 
化学的に不安定である証拠 

カラム溶出法の場

合 

それぞれの試料の濃度、フローレート、pH 
最低５試料の平均値と標準偏差 
最低連続測定した２回の平均 
担体の性質及び充填 
使用した溶媒 

フラスコ法の場合 個々の試料の pH 
個々の分析測定及びその平均 
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別のフラスコでの値の平均 
結果及び考察、申

請者の要約と結論 

温度（℃）、水溶解度（mg / L） 
試験物質の pH 値及び濃度 
25℃での pKa 値 
溶解度の説明（該当する場合） 

 
REACH での「解離定数」の記載項目 

物質及び試験方法 試験物質の同定 

結果に影響する解離性不純物の評価 

データポイントの数と間隔 

滴定法：当量点周辺の増加 

分光光度法：測定に使用された pH 値 
電気伝導度測定法：保存溶液の希釈 
複製の数 
使用された任意のバッファに関する情報 
物質の濃度 

結果及び考察 pKa 値としての試験結果 
試験媒体の温度（℃） 
測定精度（バイアスと精度を含む）の評価 
試験期間中の観測 

 
REACH での「加水分解性」の記載項目 

物質及び試験方法 試験条件、pH、温度、使用したインキュベートしたシステムの説明、

試験期間 

試験計画、サンプリング時間、繰り返し数、インキュベートしたバッ

ファリングされた試験物質溶液の量 

緩衝液の詳細（例えば、使用した pH 及び試薬） 

使用した機器への試験物質の付着の詳細 

試験物質の適用量 
試験物質適用に対する使用溶媒（種類と量） 
抽出方法 
試験物質及び加水分解生成物の同定及び定量方法、分析方法の再現性

及び感度 
結果及び考察 半減期又は DT50 値、異なる pH 及び試験温度に対して 

回収率 
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試験中及び試験終了時のマスバランス（標識された試験物質を使用し

た場合） 
予備実験の結果 
分解生成物の同定（存在する場合） 

 
REACH での「KOC」の記載項目 

①HPLC 法(OECD TG 121, EU C.19) 
物質及び試験方法 HPLC 装置や分析条件（カラム、移動相、検出方法、温度）の記述 

デッドタイム及びその決定に使用した方法 

参照物質（同定、純度、Koc、保持時間）少なくとも 6 測定の結果、

うち少なくとも 1 測定の結果、試験物質の予測値を下回る場合、 

カラムに導入した試験物質及び参照物質の量 

結果及び考察 平均保持データ及び試験物質に対する d log Koc 推定値 
個々の測定値から得られた全ての値と log Koc 

 
REACH での「KOC」の記載項目 

②バッチ平衡法 (OECD TG 106, EU C.18) 
物質及び試験方法 土壌の種類（性質、サンプリング場所、有機炭素、粘土含有量、土壌

のテクスチャ、pH、該当する場合陽イオン交換容量）の詳細 

試験物質に関する情報（設定濃度及び分析試験濃度、安定性及び試験

容器表面の吸着、該当する場合可溶化剤（その使用に対する正当性）、

該当する場合放射化学的純度） 

試験条件（例えば、土壌/溶液比、複製及びコントロールの数、滅菌、

試験温度、土壌との接触前後の水相の pH）の詳細 

試料採取の詳細（例えば、頻度、方法） 

物質の決定に使用された分析方法の詳細（検出限界、回収率％） 
結果及び考察 土壌乾燥質量、水相の総量、撹拌及び遠心分離後の溶液および/また

は土壌中の試験物質濃度、平衡時間、Koc、適切なマスバランスの場

合 
計算で行われた修正の説明、該当する場合（ブランクテストなど） 

 
REACH での「KOC」の記載項目 

③土壌カラムによるリーチング試験 (OECD TG 312) 
物質及び試験方法 土壌の種類（性質、サンプリング場所、有機炭素、粘土含有量、土壌

のテクスチャ、pH、陽イオン交換容量、かさ密度（撹乱土）、保水容
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量、pH）の詳細 

試験物質に関する情報（試験物質の量、必要に応じて、適用した参照

物質、該当する場合可溶化剤（その使用に対する正当性）、該当する

場合放射化学的純度） 

試験条件の詳細（複製とコントロールの数、試験温度、量、人工降雨

の適用の頻度及び期間） 

物質の決定に使用された分析方法の詳細（検出限界、回収率％） 

使用された参照物質 
結果及び考察 Koc、土壌のセグメント及び浸出水に対する濃度及び適用量に対す

る％として表された結果の表 
必要に応じてマスバランス 
浸出水の量 
浸出距離及び必要に応じて、相対的移動係数 
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エンドポイントごとの IUCLID 項目、SIDS の記載項目、REACH の記載項目の対比 

 

「融点」の IUCLID 項目、SIDS の記載項目、REACH の記載項目の対比 
IUCLID の項目 図解の 

赤字 No 
図解の緑色

網掛け No 
SIDS の 
記載項目 

REACH の

記載項目 
信頼性（Reliability） 12-13 37-41 ●  
引用文献（Reference）   ●  
ガイドライン（Guideline） 22-29 74-77 ●  
ガイドラインからの逸脱

（Deviations） 
22-29 78-81 ●  

方 法 の 種 類 （ Type of 
method） 

30-32 82-87 ● ● 

GLP 準 拠 （ GLP 
compliance） 

30-32 89-92 ●  

試 験 物 質 の 同 定 （ Test 
material identity） 

33-37  ●  

物質・方法に関するその他の

情報（表を含む）（Any other 
information on materials 
and methods incl. tables） 

 106 試験実施

年 
 

融点 /凝固点（Melt./Freez. 
Pt.） 

42-58 107-117 ● ● 

圧力（Atm. Pressure） 42-58 118-135  ● 
分解（Decomposition） 42-58 136-138 ● ● 
昇華（Sublimation） 42-58 150-152 ●  
結果に関するその他の情報

（表を含む）（Any other 
information on results incl. 
tables） 

42-58 165  温度上昇の

速度、精度、

標準圧力補

正値 
結論（Conclusions）  171 ●  

 
「沸点」の IUCLID 項目、SIDS の記載項目、REACH の記載項目の対比 

IUCLID の項目 図解の 
赤字 No 

図解の緑色

網掛け No 
SIDS の 
記載項目 

REACH の

記載項目 
信頼性（Reliability） 12-13 210-214 ●  
引用文献（Reference）   ●  
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IUCLID の項目 図解の 
赤字 No 

図解の緑色

網掛け No 
SIDS の 
記載項目 

REACH の

記載項目 
ガイドライン（Guideline） 22-29 247-250 ●  
ガイドラインからの逸脱

（Deviations） 
22-29 251-254 ●  

方 法 の 種 類 （ Type of 
method） 

30-32 255-262 ● ● 

GLP 準 拠 （ GLP 
compliance） 

30-32 264-267 ●  

試 験 物 質 の 同 定 （ Test 
material identity） 

33-37  ●  

物質・方法に関するその他の

情報（表を含む）（Any other 
information on materials 
and methods incl. tables） 

 281 試験実施

年 
 

沸点（Boiling pt.） 42-54 282-292 ● ● 
圧力（Atm. Pressure） 42-54 293-310 ● ● 
分解（Decomposition） 42-54 311-313 ● ● 
結果に関するその他の情報

（表を含む）（Any other 
information on results incl. 
tables） 

42-54 326  温度上昇の

速度、精度、

標準圧力補

正値 
結論（Conclusions）  332 ●  

 
「蒸気圧」の IUCLID 項目、SIDS の記載項目、REACH の記載項目の対比 

IUCLID の項目 図解の 
赤字 No 

図解の緑色

網掛け No 
SIDS の 
記載項目 

REACH の

記載項目 
信頼性（Reliability） 12-13 371-375 ●  
引用文献（Reference）   ●  
ガイドライン（Guideline） 22-29 408-411 ●  
ガイドラインからの逸脱

（Deviations） 
22-29 412-415 ●  

方 法 の 種 類 （ Type of 
method） 

30-32 416-423 ● ● 

GLP 準 拠 （ GLP 30-32 425-428 ●  
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IUCLID の項目 図解の 
赤字 No 

図解の緑色

網掛け No 
SIDS の 
記載項目 

REACH の

記載項目 
compliance） 
試 験 物 質 の 同 定 （ Test 
material identity） 

33-37  ●  

物質・方法に関するその他の

情報（表を含む）（Any other 
information on materials 
and methods incl.tables） 

 442 試験実施

年 
 

蒸気圧（Vapour pressure） 42-46 443-460 ● ● 
その時の温度（at） 47-49 461-469 ● ● 
転 移 / 分 解

（Transition/decomposition
） 

51-52 471-473 ● ● 

その時の温度（at） 53-56 474-484 ● ● 
転移温度より 10 ℃高い温

度における蒸気圧（Vapour 
pressure at 10 ℃  above 
transition 

57-58 485-495 ● ● 

転移温度より 20 ℃高い温

度における蒸気圧（Vapour 
pressure at 20 ℃  above 
transition 

59-60 496-506 ● ● 

全般的特記事項・添付資料

（ Overall remarks, 
attachments） 

0   20℃または

25℃での蒸

気圧推定値、

精度、 
結論（Conclusions）  513 ●  

 
「水溶解度」の IUCLID 項目、SIDS の記載項目、REACH の記載項目の対比 

IUCLID の項目 図解の 
赤字 No 

図解の緑色

網掛け No 
SIDS の 
記載項目 

REACH の

記載項目 
信頼性（Reliability） 12-13 552-556 ●  
引用文献（Reference）   ●  
ガイドライン（Guideline） 22-29 589-593 ●  
ガイドラインからの逸脱 22-29 594-597 ●  
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 付②-3-4 

IUCLID の項目 図解の 
赤字 No 

図解の緑色

網掛け No 
SIDS の 
記載項目 

REACH の

記載項目 
（Deviations） 
方 法 の 種 類 （ Type of 
method） 

30-31 598-601 ● ● 

GLP 準 拠 （ GLP 
compliance） 

32 603-606 ●  

試 験 物 質 の 同 定 （ Test 
material identity） 

34-37  ●  

物質・方法に関するその他の

情報（表を含む）（Any other 
information on materials 
and methods incl.tables） 

 621 試験実施

年 
予備試験の

結果（必要な

場合）、飽和

させる間の

水温、使用し

た試験方法、

化学的に不

安定である

証拠、個々の

試料の pH 
個々の分析

測定及びそ

の平均 
別のフラス

コでの値の

平均 
水溶解度（Water solubility） 42-50 622-637 ● ● 
温度（Temp.） 42-50 638-641 ● ● 
pH（pH） 42-50 642-649  ● 
結果に関する詳細（Details 
on results） 

 651  （カラム溶

出法の場合）

それぞれの

試料の濃度、

フローレー

ト、pH 
最低５試料

の平均値と
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 付②-3-5 

IUCLID の項目 図解の 
赤字 No 

図解の緑色

網掛け No 
SIDS の 
記載項目 

REACH の

記載項目 
標準偏差 
最低連続測

定した２回

の平均 
担体の性質

及び充填 
使用した溶

媒、（フラス

コ法の場合）

個々の試料

の pH 
個々の分析

測定及びそ

の平均 
別のフラス

コでの値の

平均 
結果に関するその他の情報

（表を含む）（Any other 
information on results incl. 
tables） 

 652 25℃での

pKa 値 
25℃での

pKa 値、溶解

度の説明（該

当する場合） 
結論（Conclusions）  666 ●  

 
「解離定数」の IUCLID 項目、SIDS の記載項目、REACH の記載項目の対比 

IUCLID の項目 図解の 
赤字 No 

図解の緑色

網掛け No 
SIDS の 
記載項目 

REACH の

記載項目 
信頼性（Reliability） 12-13 705-709 ●  
引用文献（Reference）   ●  
ガイドライン（Guideline） 22-29 742-744 ●  
ガイドラインからの逸脱

（Deviations） 
22-29 745-748 ●  

GLP 準 拠 （ GLP 
compliance） 

30 750-753 ●  

試 験 物 質 の 同 定 （ Test 32-34  ● ● 
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 付②-3-6 

IUCLID の項目 図解の 
赤字 No 

図解の緑色

網掛け No 
SIDS の 
記載項目 

REACH の

記載項目 
material identity） 
手法に関する詳細（Details 
on methods） 

 767 ● ● 

物質・方法に関するその他の

情報（表を含む）（Any other 
information on materials 
and methods incl. tables） 

 768 試験実施

年 
結果に影響

する解離性

不純物の評

価、データポ

イントの数

と間隔、滴定

法：当量点周

辺の増加、分

光光度法：測

定に使用さ

れた pH 値、

電気伝導度

測定法：保存

溶液の希釈 
複製の数、使

用された任

意のバッフ

ァに関する

情報、物質の

濃度 
pKa（pKa） 41-48 783-790 ● ● 
その時の温度（at） 41-48 791-794 ● ● 
結果に関するその他の情報

（表を含む）（Any other 
information on results incl. 
tables） 

 796 25℃での

pKa 値 
測定精度（バ

イアスと精

度を含む）の

評価、試験期

間中の観測 
結論（Conclusions）  802 ●  

 
「光分解」の IUCLID 項目、SIDS の記載項目、REACH の記載項目の対比 
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 付②-3-7 

IUCLID の項目 図解の 
赤字 No 

図解の緑色

網掛け No 
SIDS の記載項目 

信頼性（Reliability） 12-13 841-845 ● 
引用文献（Reference）   ● 
ガイドライン（Guideline） 22-29 878-882 ● 
ガイドラインからの逸脱

（Deviations） 
22-29 883-886 ● 

手法の原則（ガイドラインを

使用しない場合）（Principles 
of method if other than 
guideline） 

 887 ● 

試 験 物 質 の 同 定 （ Test 
material identity） 

  ● 

光源（Light source） 44-45 907-910 ● 
光スペクトル：波長 (nm）

（ Light spectrum: 
wavelength in nm） 

46-47 911-918 ● 

相対光強度（Relative light 
intensity） 

48-49 919-926 ● 

期間（Duration） 53-55 929-935 ● 
物質・方法に関するその他の

情報（表を含む）（Any other 
information on materials 
and methods incl. tables） 

 949 試験実施年、試験媒質、陽

性対象、陰性対象 

物 質 の ス ペ ク ト ル

（Spectrum of substance） 
  ● 

分解率(%)（%Degr.） 67-72 966-973 ● 
量子収率（直接光分解）

（ Quantum yield (for 
direct photolysis)） 

 983 
 

● 

DT50（DT50） 73-76 984-997 ● 
速度定数（Rate constant） 81-83 1002-1013 ● 
分解生成物の同定（Identity 
of degradation products） 

85-87  ● 

結果に関するその他の情報  1048 物質の濃度、温度、増感剤
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 付②-3-8 

IUCLID の項目 図解の 
赤字 No 

図解の緑色

網掛け No 
SIDS の記載項目 

（表を含む）（Any other 
information on results incl. 
tables） 

（種類）、増感剤の濃度 

結論（Conclusions）  1058 ● 
「光分解」は Reachの Practical guide 3に記載がない。 

 
「KOC」の IUCLID 項目、SIDS の記載項目、REACH の記載項目の対比 

IUCLID の項目 図解の 
赤字 No 

図解の緑色

網掛け No 
SIDS の 
記載項目 

REACH の

記載項目 
引用文献（Reference）   ●  
媒体（Media） 24-25 1956-1960 ●  
方 法 の 種 類 （ Type of 
method） 

26-27 1961-1963 ●  

ガイドライン（Guideline） 28-35 1969-1976 ●  
ガイドラインからの逸脱

（Deviations） 
28-35 1977-1980 ●  

GLP 準 拠 （ GLP 
compliance） 

36 1982-1985 ●  

試 験 物 質 の 同 定 （ Test 
material identity） 

  ●  

HPLC 法（HPLC method）    ● 
試験計画に関する詳細 : 
HPLC 法（details on study 
design: HPLC method） 

49-50 2004  ● 

バッチ平衡法又はその他の

手法（Batch equilibrium or 
other method） 

   ● 

試 験 条 件 に 関 す る 詳 細

（ Details on test 
conditions） 

59-60 2012  ● 

値（Value） 81-90 2074-2081 ● ● 
結果に関する詳細（HPLC 
法 ）（ Details on results 
(HPLC method)） 

99-100 2116  ● 
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 付②-3-9 

IUCLID の項目 図解の 
赤字 No 

図解の緑色

網掛け No 
SIDS の 
記載項目 

REACH の

記載項目 
結果に関する詳細（バッチ平

衡法）（Details on results 
(Batch equilibrium 
method)） 

122-123 2204  ● 
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