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1. 事業目的 

平成２３年度から国は一般化学物質に対するスクリーニング評価及び一般化学物質からの優

先評価物質に対するリスク評価（一次）を実施する予定である。 

評価の対象となる物質は、「届出を求めない一般化学物質」に指定されていない物質すべてで、

既存化学物質、第二種・第三種監視化学物質及び審査済み公示物質である。これらの物質につ

いて、スクリーニング評価に必要な有害性情報（ヒト健康、環境影響）は十分ではない。化審

法のリスク評価スキームの中でスクリーニング評価等のレベルでは、物質間で一律な評価（整

合的な評価）が求められる。 

このような背景からスクリーニング評価等に必要な情報を精査し、①必要な情報がそろって

いない物質に対しては、文献調査等を実施することで情報収集、②これまで国が収集した情報

の集約及び③化審法のスクリーニング評価等に使える状態にない情報の整備を行う。 

 

2. 事業内容 

2.1 文献調査等による情報収集・整備 

対象物質 454 物質について、対象とするエンドポイントに関する既存情報の有無を確認し、情

報を整理した。対象物質と、ヒト健康有害性及び生態有害性の各情報の収集及び整理の実施方法

を以下に記載する。 

 

2.1.1 調査対象物質 

対象物質は、今後スクリーニング評価及びリスク評価（一次）の対象となる一般化学物質のう

ち表 2.1-1 に示す項目を考慮して経済産業省が選定した 454 物質である。添付資料①-1 に対象 454

物質リストを示す。 

表 2.1-1 対象物質選定根拠 

MITI 番号と CAS 番号の対応が確認できている。 
高分子・無機物は除く。 
新規物質、白物質は除く。 
届出不要の物質は除く（スクリーニングの対象外であるため）。 
19 年度製造輸入量調査で、製造輸入量が確認できている。 
化管法、GHS 対象物質は除く（別途事業の調査対象であるため）。 
官民連携既存化学物質安全性情報収集・発信プログラム（Japan チャレンジプログラム）

実施物質や OECD/HPV 評価済物質など、海外・国内情報収集対象物質は除く（既に情

報を収集しやすい状況にあるため）。 
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2.1.2 既存情報の収集及び整理 

2.1.2.1  ヒト健康有害性 

（1）エンドポイント及び項目 

情報収集対象物質 454 物質の以下のエンドポイントに関する情報について、既存の有害性評価

書、データベース及び原著文献等より、情報を収集し、整理した。 

①反復投与毒性試験（経口）、②反復投与毒性試験（吸入）、 

③遺伝毒性（in vitro）、④遺伝毒性（in vivo）、⑤発がん性、 

⑥生殖毒性（経口、吸入）、⑦発生毒性（経口、吸入） 

 

各エンドポイントの情報整理項目はOECD調和テンプレートを参考にした。表2.1-2にエンドポイ

ント別情報整理項目を示す。ただし、「信頼性」の項目は、文献に記載されている信頼性に係る情

報を入力するものであり、本事業内において、収集した情報の信頼性評価は行っていない。 

 

 

表 2.1-2 エンドポイント別情報整理項目 

反復投与毒性（①、②） 

Table ID 

事業－エンドポイント内 DataID 

事業内物質 ID 

CAS（ハイフン無） 

CAS 

官報 No1 

官報 No2 

官報 No3 

官報 No4 

官報 No5 

官報 No6 

官報 No7 

官報 No8 

官報 No9 

官報 No10 

物質名称（英名） 

物質名称（和名） 

官報公示名称 

広報公表名称 

被験物質名称（英名） 

被験物質名称（和名） 

対象物質と被験物質の差異（同じ・異なる） 

事業 ID 

事業年度 

既存点検物質(候補)ID 

項目名称 
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List(何段階目の情報源か) 

被験物質純度(記号) 

被験物質純度(数値 1) 

被験物質純度(数値 2) 

被験物質純度(数値 3) 

被験物質純度(単位) 

備考_被験物質純度 

試験方法(GuidelineNo.等) 

GLP(はい、いいえ) 

種 

系統 

性別(ND/雄/雌) 

匹数/群 

週齢/月齢(年齢) 

投与経路 

投与量(濃度) 

投与量(単位) 

投与期間(記号) 

投与期間(数値 1) 

投与期間(数値 2) 

投与期間(単位) 

投与期間_他表現 

投与頻度 

その他特別な試験条件、影響 

影響の種類 

用量－反応関係 

NO(A)EL または LO(A)EL 

NO(A)EL または LO(A)EL（記号） 

NO(A)EL または LO(A)EL（値 1） 

NO(A)EL または LO(A)EL（値 2） 

NO(A)EL または LO(A)EL（単位） 

NO(A)EL または LO(A)EL（エンドポイント） 

NO(A)EL または LO(A)EL の推定根拠 

情報源でキースタディとして採用 

Klimisch コード 

備考 

信頼性の有無_事業内 

信頼性の判断根拠等_事業内 

信頼性の有無 

信頼性の判断根拠 

情報源略称 

情報源副名 

情報源巻 

情報源頁 

情報源年（最新出典） 

情報源_備考 

出典(子文献) 

子文献の年（最新出典） 

子文献_備考 
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複数の評価書に同じデータがあった場合の参照先 

データ有 

データ無 

未調査 

未調査の理由 

情報提供者 

データ入力日 

データ更新日 

修正データフラグ 

修正理由 

 

 

遺伝毒性試験（③、④） 

Table ID 

事業－エンドポイント内 DataID 

事業内物質 ID 

CAS（ハイフン無） 

CAS 

官報 No1 

官報 No2 

官報 No3 

官報 No4 

官報 No5 

官報 No6 

官報 No7 

官報 No8 

官報 No9 

官報 No10 

物質名称（英名） 

物質名称（和名） 

官報公示名称 

広報公示名称 

被験物質名称(英名) 

被験物質名称(和名) 

対象物質と被験物質の差異（同じ・異なる） 

事業 ID 

事業年度 

既存点検物質(候補)ID 

項目名称 

List(何段階目の情報源か) 

被験物質純度(記号) 

被験物質純度(数値 1) 

被験物質純度(数値 2) 

被験物質純度(数値 3) 

被験物質純度(単位) 

備考_被験物質純度 

試験方法(GuidelineNo.等) 

GLP(はい、いいえ) 

in vitro/in vivo 
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試験系(試験名称等) 

試験材料(細胞系統) 

匹数/群(in vivo のみ) 

細胞系統 

用量(LED：Lowest effective dose， 
HID：Highest ineffective dose) 

用量(単位) 

投与経路(in vivo のみ) 

その他特別な試験条件・影響等 
（代謝活性 S9 の有無など） 

陽性 または 陰性 

Ames：比活性値(数値) 

Ames：比活性(単位) 

染色体：D20 値(数値) 

染色体：D20 値(単位) 

その他（判断） 

情報源でキースタディとして採用 

Klimisch コード 

備考 

信頼性の有無（事業内判断） 

信頼性の判断根拠等_事業内 

信頼性の有無 

信頼性の判断根拠 

情報源略称 

情報源副名(例、JSFC の場合、委員資料、添加物評価

書など) 

情報源巻 

情報源頁 

情報源年（最新出典） 

情報源_備考 

出典(子文献) 

子文献の年（最新出典） 

子文献_備考 

複数の評価書に同じデータがあった場合の参照先 

データ有 

データ無 

未調査 

未調査の理由 

情報提供者 

データ入力日 

データ更新日 

修正データフラグ 

修正理由 

 

 

発がん性（⑤） 

Table ID 

事業－エンドポイント内 DataID 

事業内物質 ID 

CAS（ハイフン無） 

CAS 

官報 No1 

官報 No2 
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官報 No3 

官報 No4 

官報 No5 

官報 No6 

官報 No7 

官報 No8 

官報 No9 

官報 No10 

物質名称（英名） 

物質名称（和名） 

官報公示名称 

広報公示名称 

被験物質名称(英名) 

被験物質名称(和名) 

対象物質と被験物質の差異（同じ・異なる） 

事業 ID 

事業年度 

既存点検物質(候補)ID 

項目名称(エンドポイント名) 

List(何段階目の情報源か) 

被験物質純度(記号) 

被験物質純度(数値 1) 

被験物質純度(数値 2) 

被験物質純度(数値 3) 

被験物質純度(単位) 

備考_被験物質純度 

試験方法(GuidelineNo.等) 

GLP(はい/いいえ) 

種 

系統 

性別(ND/雄/雌) 

匹数/群 

週齢/月齢(年齢) 

投与経路 

投与量(濃度) 

用量(単位) 

投与期間(記号) 

投与期間(数値 1) 

投与期間(数値 2) 

投与期間(単位) 

投与期間_他表現 

投与頻度 

その他特別な試験条件、影響 

影響の種類 

用量－反応関係 

NO(A)EL または LO(A)EL 

NO(A)EL または LO(A)EL（記号） 

NO(A)EL または LO(A)EL（値） 

NO(A)EL または LO(A)EL（単位） 

NO(A)EL または LO(A)EL（エンドポイント） 

NO(A)EL または LO(A)EL の推定根拠 

その他 1（発がん発生率） 

その他 2（発がん分類・発がんクラス） 

その他 3（発がん性の根拠の有無の判断) 
根拠なし/根拠あり/根拠不十分 
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その他 4（閾値の有無の判断、UR1）、SF2）) 

情報源でキースタディとして採用 

Klimisch コード 

備考 

信頼性の有無（事業内判断） 

信頼性の判断根拠等_事業内 

信頼性の有無 

信頼性の判断根拠 

情報源略称 

情報源副名(例、JSFC の場合、委員資料、添加物評価書

など) 

情報源巻 

情報源頁 

情報源年（最新出典） 

情報源_備考 

出典(子文献) 

子文献の年（最新出典） 

子文献_備考 

複数の評価書に同じデータがあった場合の参照先 

データ有 

データ無 

未調査 

未調査の理由 

情報提供者 

データ入力日 

データ更新日 

修正データフラグ 

修正理由 

 

 

生殖・発生毒性（⑥、⑦） 

Table ID 

事業－エンドポイント内 DataID 

事業内物質 ID 

CAS（ハイフン無） 

CAS 

官報 No1 

官報 No2 

官報 No3 

官報 No4 

官報 No5 

官報 No6 

官報 No7 

官報 No8 

官報 No9 

                                                  
1） UR (ユニットリスク、unit risk)：化学物質を濃度 1μg/L（水）または 1μg/m3（空気）で連続暴露した時

予測される生涯過剰発がんリスク。例えば、ある化学物質の飲料水に関するユニットリスクが 1.5×10-6 

L/μgであるとすると、ある集団が化学物質濃度 2μg/Lの飲料水を生涯（70 年）飲みつづけた場合、1,000,000
人当たり 3 人が、その化学物質の暴露に起因してがんに罹患する可能性がある。 

2） SF (スロープファクター、slope factor )：米国環境保護庁の使用する低濃度領域での発がんモデルである

多段階モデルによる直線の傾きの上側 95%信頼限界値で示す発がん性の強さの指標。通常、単位は

1/(mg/kg 体重/日) で表す。 
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官報 No10 

物質名称（英名） 

物質名称（和名） 

官報公示名称 

広報公示名称 

被験物質名称(英名) 

被験物質名称(和名) 

対象物質と被験物質の差異（同じ・異なる） 

事業 ID 

事業年度 

既存点検物質(候補)ID 

項目名称(エンドポイント名) 生殖毒性か発生毒性

か？  

List(何段階目の情報源か) 

被験物質純度(記号) 

被験物質純度(数値 1) 

被験物質純度(数値 2) 

被験物質純度(数値 3) 

被験物質純度(単位) 

備考_被験物質純度 

試験方法(GuidelineNo.等) 

試験の質(二世代以上の生殖発生毒性を見ていない場

合:1) 

GLP(はい/いいえ) 

種 

系統 

性別(雄/雌/不明) 

雌の場合、妊娠していた雌を用いたか否か 
(ND/はい/いいえ) 

匹数/群 

週齢/月齢(年齢) 

投与経路 

投与量(濃度) 

投与量(単位) 

投与期間(記号) 

投与期間(数値 1) 

投与期間(数値 2) 

投与期間(単位) 

投与期間_他表現 

投与頻度 

その他特別な試験条件、影響 

影響の種類 

妊娠率（妊娠個体数/交配数） 

妊娠指数（生存胎仔数/着床痕数） 

同腹仔数 

性比 

奇形の有無、奇形の発生率 

生存率（生後 4 日目生存仔数/総分娩仔数） 

雄親に対する NO(A)EL または LO(A)EL 

雄親（記号） 

雄親（値） 

雄親（単位） 

雄親に対する NO(A)EL または LO(A)EL の推定根拠 

雌親に対する NO(A)EL または LO(A)EL 

雌親（記号） 
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雌親（値） 

雌親（単位） 

雌親に対する NO(A)EL または LO(A)EL の推定根拠 

雌雄不明親に対する NO(A)EL または LO(A)EL 

雌雄不明（記号） 

雌雄不明（値） 

雌雄不明（単位） 

雌雄不明親に対するNO(A)ELまたは LO(A)ELの推定

根拠 

仔に対する NO(A)EL または LO(A)EL 

仔（記号） 

仔（値） 

仔（単位） 

仔に対する NO(A)EL または LO(A)EL の推定根拠 

その他 1（生殖毒性の判断） 

一般毒性データの場合は○ 

情報源でキースタディとして採用 

Klimisch コード 

備考 

信頼性の有無（事業内判断） 

信頼性の判断根拠等_事業内 

信頼性の有無 

信頼性の判断根拠 

情報源略称 

情報源副名(例、JSFC の場合、委員資料、添加物評価

書など) 

情報源巻 

情報源頁 

情報源年（最新出典） 

出典(子文献) 

子文献の年（最新出典） 

子文献_備考 

複数の評価書に同じデータがあった場合の参照先 

データ有 

データ無 

未調査 

未調査の理由 

情報提供者 

データ入力日 

データ更新日 

修正データフラグ 

修正理由 

 

 

（2）情報の収集 

1）原著文献等による情報検索 

ヒト健康有害性情報の収集は、3 段階方式で実施した。作業効率を考慮し、情報源を 3 つのグ

ループ（信頼性が高いと判断される順に、List 1、List 2、List 3）に分類した。上位の情報源から

確認を行い、情報が得られた段階で情報収集を終了した。ただし、信頼性順位が同じグループの

情報源については、すべて情報源の確認を行い、同一のエンドポイントに対し、重複して情報が
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得られた場合には、そのすべての情報を整理した。なお、第 3 段階でも情報が得られなかった場

合は、「情報なし」とした。 

また、「2-4 情報の維持・更新の方法の調査（管理ツール）」において、「情報を最新の状態に維

持又は更新する」ための方法として、情報を整理する際には情報源の発行年度を明確にしたが、

情報源によっては発行年度が不明のものがあり、その場合には情報源の年度は空欄とした。 

情報収集の概要を図 2.1-1 ヒト健康有害性情報の情報収集フローに示す。 
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あり 

なし 

あり 

情報の 
有無 

情報の 
有無 

なし 
第 2 段階調査 

・ List 2 の全情報源の調査 
・ 情報の整理 

第 1 段階調査 
・ List 1 の全情報源の調査 
・ 情報の整理 

第 3 段階調査 
・ List 3 の全情報源の調査 
・ 情報の整理 

情報あり 

原則として情報収集終了 

情報あり 

原則として情報収集終了 
 

 

 

 

 

 

  

あり 

なし 

情報の 
有無 

情報あり 

原則として情報収集終了 

 

 
情報なし 

 

 

図 2.1-1 ヒト健康有害性情報の情報収集フロー 

 

 

① 第 1 段階 (List 1)  

本事業の第 1 段階で使用した情報源（List 1）を表 2.1-3 に示す。 

仕様書に示されたこれらの情報源は、国際機関、主要各国で作成され、信頼性が確認されてい

る情報源であり、GHS 危険有害性分類事業における分類マニュアル（GHS 関係省庁連絡会議編）

においても信頼性の確認されている情報源 (Priority 1) として GHS 分類に利用されている。 
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なお、既存点検データに関しても、web 上での調査あるいは報告書の提供を受け、同様に整理

を行った。 

 

表 2.1-3 第 1 段階 (List 1）で使用した情報源 

機関 (独)製品評価技術基盤機構 (NITE) ・(財)化学物質評価研究機構 (CERI) 
情報源名 化学物質の初期リスク評価書    

略称 NITErisk 

URL http://www.safe.nite.go.jp/risk/riskhykdl01.html 

1-1) 

備考 (財)化学物質評価研究機構 (CERI)・(独)製品評価技術基盤機構 (NITE) 
「化学物質有害性評価書」 
http://www.cerij.or.jp/db/sheet/yugai_indx.htm 
http://www.safe.nite.go.jp/data/sougou/pk_list.html?table_name=hyoka_risk 

機関 厚生労働省 

情報源名 試験報告「化学物質毒性試験報告」化学物質点検推進連絡協議会 

略称 MHLWtest 

1-2） 

URL http://dra4.nihs.go.jp/mhlw_data/jsp/SearchPage.jsp 

機関 厚生労働省 

情報源名 労働安全衛生法第 28 条第 3 項の規定に基づく健康障害を防止するための指針

に関する公示 

略称 MHLWbulletin 

1-3） 

URL http://www.jaish.gr.jp/user/anzen/kag/ankgc05.htm 

機関 日本バイオアッセイ研究センター 
情報源名 厚生労働省委託がん原性試験結果 

略称 JISHA がん報 

URL http://www.jaish.gr.jp/user/anzen/kag/ankgc06.htm 

1-4） 

備考 http://www.sanei.or.jp/#line 

機関 環境省環境リスク評価室 
情報源名 化学物質の環境リスク評価 

略称 MOErisk 

1-5） 

URL http://www.env.go.jp/chemi/report/h15-01/index.html 

機関 日本産業衛生学会 (JSOH) 

略称 JSOH 

1-6） 

情報源名 許容濃度提案理由書及び許容濃度等の勧告 (毎年発行) 

機関 OECD 
情報源名 SIDS レポート (SIDS) 

略称 SIDS 

URL http://www.chem.unep.ch/irptc/sids/OECDSIDS/sidspub.html 

1-7） 

備考 SIAP (SIDS Initial Assessment Report) 日本語版 
日本化学物質安全情報センター 
http://www.jetoc.or.jp/HP_SIDS/SIAPbase.htm 

機関 WHO/IPCS 

情報源名 環境保健クライテリア (EHC) 

略称 EHC 

URL http://www.who.int/ipcs/publications/ehc/en/index.html 
http://www.inchem.org/pages/ehc.html 

1-8） 

備考 EHC 日本語版：http://www.nihs.go.jp/hse/ehc/index.html 

機関 WHO/IPCS 

情報源名 国際化学物質簡潔評価文書 (CICAD) 
(Concise International Chemical Assessment Documents) 

略称 CICAD 

URL http://www.who.int/ipcs/publications/cicad/pdf/en/ 

1-9） 

備考 CICAD 日本語版：http://www.nihs.go.jp/hse/cicad/cicad.html 

1-10） 機関 WHO 国際がん研究機関 (IARC) 
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情報源名 IARC Monographs Programme on the Evaluation of Carcinogenic Risk to Humans 
(IARC モノグラフ) 

略称 IARC 

URL http://monographs.iarc.fr/ または http://monographs.iarc.fr/htdig/search.html 

備考 EHC、CICAD、IARC、JECFA、JMPR などを含む WHO 関連評価文書や SIDS
は以下のサイト(1)から一括検索及び閲覧可能。また、国際機関を含む日本、米

国などいくつかの国の有害性評価文書が以下のサイト(2)からリンクされてい

る。 
(1) http://www.inchem.org/ 
(2) http://www.safe.nite.go.jp/data/sougou/pk_search_frm.html?search_type=list 

機関 FAO/WHO 合同食品添加物専門家会議 (JECFA) 
情報源名 FAO/WHO Joint Expert Committee on Food Additives-Monographs (JECFA モノグ

ラフ(食品添加物等)) 

略称 JECFA_FAS 

1-11） 

URL http://www.who.int/ipcs/publications/jecfa/monographs/en/index.html 

機関 FAO/WHO 合同残留農薬専門家会議 (JMPR) 

情報源名 FAO/WHO Joint Meeting on Pesticide Residues-Monographs of toxicological 
evaluations (JMPR モノグラフ (残留農薬)) (JMPR Monographs) 

略称 JMPR 

1-12） 

URL http://www.who.int/ipcs/publications/jmpr/en/ 

機関 EU European Chemicals Bureau (ECB：欧州化学品局) 

情報源名 EU リスク評価書 (EU Risk Assessment Report：EU RAR)  

略称 EU 

URL http://ecb.jrc.it/esis/esis/php?PGM=ora (Full list では CAS 番号順) 
http://ecb.jrc.it/home.php?CONTENU=/DOCUMENTS/Existing-Chemicals/RISK_AS
SESSMENT/REPORT/ 

1-13） 

備考 EURAR 日本語版：http://www.nihs.go.jp/hse/chem-info/index.html 

機関 European Center of Ecotoxicology and Toxicology of Chemicals (ECETOC) 

略称 ECETOC 

情報源名 Technical Report 及び JACC Report  

1-14） 

URL http://www.ecetoc.org/publications 
WEB ではリスト一覧のみ。 

機関 米国産業衛生専門家会議 (ACGIH) 
情報源名 ACGIH Documentation of the threshold limit values for chemical substances (化学物

質許容濃度文書) (7th edition, 2001) (2008 supplement, 2008) 及び“TLVs and 
BEIs” 

略称 ACGIH 

URL WEB では公開されていない。 
（参考：http://www.acgih.org/home.htm） 

1-15） 

備考 “TLVs and BEIs”（毎年発行）は評価書ではない。 

機関 米国 EPA 
情報源名 Integrated Risk Information System (IRIS) 

略称 IRIS 

1-16） 

URL http://www.epa.gov/iris/ 

機関 米国国家毒性プログラム (NTP) 1-17） 

URL http://ntp-server.niehs.nih.gov/ 

情報源名 NTP Database Search Home Page: 
[For Standard Toxicology & Carcinogenesis Studies, Reproductive Studies, 
Developmental Studies, Immunology Studies, Genetic Toxicity Studies] 
または、http://ntp-server.niehs.nih.gov/⇒Study Results & Research Projects⇒Study 
Data 

略称 NTPDB 

1-17-1） 

URL http://ntp-apps.niehs.nih.gov/ntp_tox/index.cfm 

情報源名 Report on Carcinogens (11th, 2005） 

略称 NTP11 

1-17-2） 

URL http://ntp-server.niehs.nih.gov/ ⇒ Public Health ⇒ Report on Carcinogens ⇒11th 
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RoC (The 11th RoC contains 246entries, 58 of which are listed as known to be human 
carcinogens and with the remaining 188 being listed as reasonably anticipated to be 
human carcinogens.) 
あるいは http://ehp.niehs.nih.gov/roc/toc10.html 
または http://ehp.niehs.nih.gov/ntp/docs/ntp.html 

情報源名 発がん性テクニカルレポート 

略称 NTP 

1-17-3） 

URL http://ntp-server.niehs.nih.gov/⇒Study Results & Research Projects ⇒ NTP Study 
Reports (発がん性を含む各種試験報告書/抄録) ⇒ Long-term ⇒ TR 1~TR 533 
(発がん性のレポート) 

機関 米国毒性物質疾病登録局 (ATSDR) 

情報源名 Toxicological Profile 

略称 ATSDR 

1-18） 

URL http://www.atsdr.cdc.gov/toxpro2.html 

機関 カナダ環境省/保健省 
情報源名 Assessment Report Environment Canada：Priority Substance Assessment Reports (優

先物質評価報告書) 

略称 CEPA 

URL http://www.ec.gc.ca/substances/ese/eng/psap/final/main.cfm 

1-19） 

備考 WEB では要約のみ 

機関 Australia NICNAS 
情報源名 Priority Existing Chemical Assessment Reports 

略称 NICNAS 

1-20） 

URL http://www.nicnas.gov.au/publications/car/pec/default.asp 

機関 ドイツ学術振興会 (DFG) 

情報源名 MAK Collection for Occupational Health and Safety, MAK Values Documentations 
及び List of MAK and BAT values 

略称 DFG 

URL WEB では公開されていない 

1-21) 

備考 “List of MAK and BAT values”（毎年発行）は評価書ではない。 

情報源名 Patty’s Toxicology (5th edition, 2001)（Patty） 

略称 Patty 

1-22） 

備考 E. Bingham, B. Cohrssen, C.H. Powell (Eds), John Wiley & Sons, Inc.全 9 巻 

 

 

② 第 2 段階 (List 2)  

第 1 段階で情報が得られなかった場合、第 2 段階の情報源を確認した。表 2.1-4 にList 2 の第 2

段階で使用した情報源を示す。これらの情報源は、仕様書で示された情報源に、European chemical 

Substance Information System (ESIS：欧州化学物質情報システム)の「分類および表示情報、リスク

警句」、U.S. EPAの「高生産量化学物質情報システム (HPVIS)」および英国産業生物学研究協会

（BIBRA ：British Industrial Biological Research Association)の「bibra Toxicity Profiles」を追加した

ものである。 

 

表 2.1-4 第 2 段階（List 2）で使用した情報源 

機関 European chemical Substance Information System(ESIS：欧州化学物質情報シス

テム) 
2-1) 

情報源名 Classification and Labelling Information, Risk Phrases（分類および表示情報、リ

スク警句） 
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略称 EUriskP 
URL http://ecb.jrc.ec.europa.eu/esis/ 

機関 EU European Chemicals Bureau (ECB：欧州化学品局) 

情報源名 International Uniform Chemical Information Database (IUCLID) 
IUCLID CD-ROM (Update 版 Edition 2 - 2000) 

略称 IUCLID 

2-2) 

URL http://ecb.jrc.it/classification-labelling/ 

機関 米国国立医学図書館 (NLM) 
情報源名 Hazardous Substance Data Bank (HSDB) 

略称 HSDB 

2-3) 

URL http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?HSDB 

機関 German Chemical Society-Advisory Committee on Existing Chemicals of 
Environmental Relevance 

情報源名 BUA Report (BUA) 

略称 BUA 

URL http://www.hirzel.de/bua-report/download.html 

2-4) 

備考 公開サイトからは full report は入手できない。 

機関 農林水産省消費技術安全センター 

情報源名 農薬抄録及び評価書 

略称 MAFFabstract 

2-5) 

URL http://www.acis.famic.go.jp/syouroku/index.htm 

機関 農薬工業会 
情報源名 農薬安全性情報（公開情報一覧） 

略称 JCPA 

2-6) 

URL http://www.jcpa.or.jp/safe/info_01.html 

機関 内閣府食品安全委員会 

情報源名 食品健康影響評価 

略称 JFSC 

2-7) 

URL http://www.ffcr.or.jp/zaidan/FFCRHOME.nsf/pages/info,cao 

機関 厚生労働省 
情報源名 既存添加物の安全性の見直しに関する調査研究 

略称 MHLWadditive 

URL http://www.ffcr.or.jp/zaidan/MHWinfo.nsf/0f9d5ee834a5bcff492565a10020b585/0
1ec065c06a3601f49257328000c3afa?OpenDocument 

2-8) 

備考 食品添加物の安全性について記載 

機関 U.S. EPA 
情報源名 高生産量化学物質情報システム (HPVIS) 

略称 HPVIS 

2-9） 

URL http://www.epa.gov/hpvis/ 

機関 英国産業生物学研究協会 British Industrial Biological Research 
Association (BIBRA) 

情報源名 「bibra Toxicity Profiles」 

略称 BIBRA 

2-10） 

URL http://www.bibra-information.co.uk/profilelist.html (Abstract) 

 

 

③ 第 3 段階 (List 3)  

第 2 段階で情報が得られなかった場合、第 3 段階の情報を確認した。表 2.1-5 に List 3 の第 3 段

階で使用した情報源を示す。これらの情報源は、原著文献データベースあるいは化学物質に関す

る総合的なデータベースである。第 3 段階では、原著文献情報の検索を実施し、検索の結果得ら

れた原著文献を査読して、情報を整理した。 
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表 2.1-5 第 3 段階 (List 3) で使用した情報源 

原著文献データベース 

情報源名 Pub-Med/NLM (原著文献検索) 

略称 PubMed 

URL http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi 

情報源名 NLM TOXNET (TOXLINE (原著文献検索)を含むオンライン検索)" 

略称 TOXLINE 

URL http://toxnet.nlm.nih.gov/index.html 

情報源名 JICST 科学技術(医学)原著文献ファイル (J DreamII オンライン検索)" 

略称 JDreamⅡ 

3-1) 

URL http://pr.jst.go.jp/db/db.html 

化学物質に関する総合情報データベース 

情報源名 (独)製品評価技術基盤機構「化学物質総合情報提供システム」 (CHRIP) 

略称 CHRIP 

URL http://www.safe.nite.go.jp/japan/db.html 

情報源名 ドイツ労働安全研究所 (BIA) 「GESTIS-database on hazardous substances」
(GESTIS)： 

略称 GESTIS 

URL http://biade.itrust.de/biaen/lpext.dll?f=templates&fn=main-h.htm 

情報源名 環境省「化学物質ファクトシート」 

略称 MOEsheet 

URL http://www.env.go.jp/chemi/communication/factsheet.html 

情報源名 (独)国立環境研究所「WebKis-Plus 化学物質データベース」 (WebKis-Plus) 

略称 Webkis 

URL http://w-chemdb.nies.go.jp/ 

情報源名 (独)産業技術総合研究所「詳細リスク評価書」 

略称 AIST 

URL http://unit.aist.go.jp/riss/crm/mainmenu/1.html 

情報源名 (財)化学物質評価研究機構 (CERI) 「化学物質安全性(ハザード)データ集」 

略称 CERIhazard 

URL http://www.cerij.or.jp/db/sheet/sheet_indx.htm 

情報源名 「Sittig’s Handbook of Toxic and Hazardous Chemicals and Carcinogens (4th edition, 
2002)」 (Sittig) 

略称 Sittig 

情報源名 米国国立労働安全衛生研究所 (NIOSH) 「RTECS［Registry of Toxic Effects of 
Chemical Substances］ (化学物質毒性影響登録)」 (RTECS) 

略称 RTECS 

3-2) 

URL http://www.cdc.gov/niosh/npg/npgdrtec.html 

 

 

List 3 の TOXLINE、PubMed、及び J Dream II の原著文献データベースについては、List 2 まで

で情報が得られなかった物質について、全検索可能期間を検索し、必要な原著文献を入手した。 

J Dream II については、J Dream II の辞書に登録されているキーワード並びシソーラスを使用し、

ヒト健康の検索式を作成した。表 2.1-6 に検索式を示す。TOXLINE 、PubMed 及び RTECS につい

ては、CAS 番号のみで情報収集を行った。 

 

表 2.1-6 J Dream II 検索式 （ヒト健康影響） 
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エンドポイント J DreamII のキーワード及びシソーラス 

反復投与 
継続投与 
繰返し投与 
連続投与 

毒性 
毒作用 
毒性作用 
毒性効果 

反復投与毒性 

repeated administration 
repeat dose 
repetitive administration 
continual medication 
continuous administration 
continuously dose 
serial administration 
toxic effect 
toxicity 
toxic action  

遺伝毒性 
遺伝子毒性 
遺伝毒 
遺伝的毒性 

遺伝毒性 

genetic toxicity 
genotoxic property 
genotoxicity  

発癌性 
催腫瘍性 
癌原性 
癌形成性 
発癌能 
腫瘍原性 
腫瘍発生性 

発がん性 

carcinogenic potency 
carcinogenicity 
oncogenicity 

生殖毒性 
繁殖毒性 

生殖毒性 

reproduction toxicity 

発生毒性 
発育毒性 
発達毒性 
胚毒性 
催奇形性 
催奇 
催奇作用 
催奇形 
催奇形作用 
催奇形成 
催奇性 

発生毒性 

Developmental toxicity 
Embryo toxicity 
Embryotoxicity 
Teratogenecity 
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J DreamII のキーワード及びシソーラス エンドポイント 

Teratogenic effect  

 

ヒト健康有害性の情報入手状況を添付資料①-2 に示す。 

 

2.1.2.2  生態有害性 

（1）エンドポイント及び項目 

情報収集対象物質 454 物質の以下のエンドポイントに関する情報について、既存の有害性評価

書、データベース及び原著文献等より、情報を収集し、整理した。 

①魚類に対する短期/延長毒性、②魚類に対する長期毒性、 

③水生無脊椎動物に対する短期の毒性、④水生無脊椎動物に対する長期の毒性、 

⑤水生藻類（及び水生植物）と藍色細菌に対する毒性3） 

 

各エンドポイントの情報整理項目は OECD 調和テンプレートを参考にした。表 2.1-7 にエンド

ポイント別情報整理項目を示す。 

                                                  
3） 「⑤水生藻類(及び水生植物)と藍色細菌に対する毒性」では、短期及び長期毒性の両方を収集する。 
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表 2.1-7 情報整理項目（生態有害性） 

Table ID 

事業－エンドポイント内 DataID 

事業内物質 ID 

CAS（ハイフン無） 

CAS 

官報 No1 

官報 No2 

官報 No3 

官報 No4 

官報 No5 

官報 No6 

官報 No7 

官報 No8 

官報 No9 

官報 No10 

物質名称(英名) 

物質名称(和名) 

官報公示名称 

広報公示名称 

被験物質名称(英名) 

被験物質名称(和名) 

対象物質と被験物質の差異（同じ・異なる） 

事業 ID 

事業年度 

既存点検物質候補 ID 

項目名称 

List 

被験物質純度(記号) 

被験物質純度（数値 1） 

被験物質純度（数値 2） 

被験物質純度（数値 3) 

被験物質純度（単位） 

備考_被験物質純度 

試験方法 

GLP（はい、いいえ） 

生物種（学名） 

生物種（一般名） 

齢 

体長 

体重 

成長段階 

馴化 

給餌（有・無） 

暴露方法＊1 

開放系/閉鎖系 

試験期間（暴露期間）(記号) 

試験期間（暴露期間）(数値 1) 

試験期間（暴露期間）(数値 2) 

試験期間（暴露期間）(単位) 

備考_試験期間（暴露期間） 

試験液分析の有無 

測定頻度 

供試数 

試験濃度（濃度段階と公比） 
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助剤の使用（はい、いいえ） 

助剤の種類等 

WAF（Water-accommodated fraction）/ 
WSF（Water-soluble fraction） 

温度（水温） 

試験場所（室内・屋外） 

試験用水 

硬度 

アルカリ度 

溶存酸素量 

pH 

塩分 

エンドポイントの時間 

エンドポイント 

影響内容 

毒性値（記号） 

毒性値 1 

毒性値 2 

95％信頼区間 

毒性値_備考 

毒性値（実測/設定） 

毒性値（単位） 

水溶解度(記号) 

水溶解度（数値 1） 

水溶解度（数値 2） 

水溶解度（単位) 

水溶解度測定温度 

水溶解度測定温度（単位） 

水溶解度（実測/設定） 

備考_水溶解度 

水溶解度出典（略称） 

水溶解度出典（年） 

キースタディ 

Klimisch 

リスク警句 

備考 

採用可能性 

採用可能性の判断根拠 

信頼性の有無（事業内判断） 

信頼性の判断根拠等_事業内 

信頼性の有無 

信頼性の判断根拠 

情報源略称 

情報源副名 

情報源_巻 

情報源_年（最新出典） 

情報源_備考 

出典（子文献） 

子文献の年 

子文献_備考 

複数の評価書に同じデータがあった場合の参照先 

データ有 

データ無 

未調査 

未調査の理由 

情報提供者 
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データ入力日 

データ更新日 

修正データフラグ 

修正理由 

*1 ：換水方法（流水式か止水式か）。 

*3 ：設定濃度の変化の有無（試験対象物質の分解、揮発、容器や配管への 

吸着による設定濃度変化）、藻類の試験における光の照射時間や照度。 

 

 

（2）情報収集 

1）原著文献等による情報収集 

生態有害性情報の収集は、3 段階方式で実施した。作業効率を考慮し、情報源を 3 つのグルー

プ（信頼性の高い順に、List 1、List 2、List 3）に分類した。上位の情報源から情報収集を行った。

情報が得られた段階で収集は終了し、同じ信頼性順位のグループの情報源については原則として

すべて情報収集し、同一のエンドポイントに対して重複して情報が得られた場合には、そのすべ

ての情報を整理した。第 3 段階の情報収集でも情報が得られなかった場合は、「情報なし」とした。 

情報収集の概要を図 2.1-2 生態有害性情報の情報収集フローに示す。 

 

 21



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

あり 

なし 

あり 

情報の 
有無 

情報の 
有無 

なし 
第 2 段階調査 

・ List 2 の全情報源の調査 
・ 情報の整理 

第 1 段階調査 
・ List 1 の全情報源の調査 
・ 情報の整理 

第 3 段階調査 
・ List 3 の全情報源の調査 
・ 情報の整理 

情報あり 

原則として情報収集終了 

情報あり 

原則として情報収集終了 

 

あり 

なし 

情報の 
有無 

 

 
情報あり 

原則として情報収集終了 
 

 

 

  情報なし 

 

図 2.1-2 生態有害性情報収集フロー 

 

 

① 第 1 段階 (List1)  

本事業の第 1 段階で使用した情報源（List 1）を表 2.1-8 に示す。 

仕様書に示されたこれらの情報源は、国際機関、主要各国で作成され、信頼性が確認されてい

る情報源であり、GHS 危険有害性分類事業における分類マニュアル (GHS 関係省庁連絡会議編) 

においても信頼性の確認されている情報源 (Priority1) として GHS 分類に利用されている。 
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なお、既存点検データに関しても、web 上での調査あるいは報告書の提供を受け、同様に情報

の整理を行った。 

 

表 2.1-8 第 1 段階（List 1）で使用した情報源 

機関 環境省 

情報源名 化学物質の生態影響試験について 

略称 MOEtest 

1-1) 

URL http:/www.env.go.jp/chemi/sesaku/seitai.html 

機関 環境省環境リスク評価室 

情報源名 化学物質の環境リスク評価 

略称 MOErisk 

1-2） 

URL http://www.env.go.jp/chemi/report/h15-01/index.html 

機関 (独) 製品評価技術基盤機構 (NITE) 

情報源名 化学物質の初期リスク評価書 

略称 NITErisk 

URL http://www.safe.nite.go.jp/risk/riskhykdl01.html 

1-3） 

備考 (財)化学物質評価研究機構(CERI)・(独)製品評価技術基盤機構(NITE) 
「化学物質有害性評価書」 
http://www.cerij.or.jp/db/sheet/yugai_indx.htm 
http://www.safe.nite.go.jp/data/sougou/pk_list.html?table_name=hyoka_risk 

機関 OECD 

情報源名 SIDS レポート（SIDS） 

略称 SIDS 

URL http://www.chem.unep.ch/irptc/sids/OECDSIDS/sidspub.html 
http://www.oecd.org/document/63/0,3343,en_2649_34379_1897983_1_1_1_1,00.html 

1-4） 

備考 SIAP（SIDS Initial Assessment Report）日本語版 
日本化学物質安全情報センター 
http://www.jetoc.or.jp/HP_SIDS/SIAPbase.htm 

機関 WHO/IPCS 

情報源名 環境保健クライテリア（EHC） 

略称 EHC 

URL http://www.who.int/ipcs/publications/ehc/en/index.html 
http://www.inchem.org/pages/ehc.html 

1-5） 

備考 EHC 日本語版：http://www.nihs.go.jp/hse/ehc/index.html 

機関 WHO/IPCS 

情報源名 国際化学物質簡潔評価文書（CICAD） 
(Concise International Chemical Assessment Documents) 

略称 CICAD 

URL http://www.who.int/ipcs/publications/cicad/pdf/en/ 

1-6） 

備考 CICAD 日本語版 http://www.nihs.go.jp/hse/cicad/cicad.html 

機関 EU European Chemicals Bureau (ECB：欧州化学品局) 

情報源名 EU リスク評価書（EU Risk Assessment Report：EU RAR） 
（2011/3 現在 138 物質） 

略称 EU 

URL http://ecb.jrc.it/esis/esis/php?PGM=ora（Full list では CAS 番号順） 
http://ecb.jrc.ec.europa.eu/documents/Existing-Chemicals/RISK_ASSESSMENT/REPO
RT/ 

1-7） 

備考 EURAR 日本語版：http://www.nihs.go.jp/hse/chem-info/index.html 

機関 カナダ環境省/保健省 

情報源名 Assessment Report Environment Canada：Priority Substance Assessment Reports（優先

物質評価報告書） 

略称 CEPA 

1-8） 

URL http://www.ec.gc.ca/substances/ese/eng/psap/final/main.cfm 
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WEB では要約のみ。 

機関 Australia NICNAS 

情報源名 Priority Existing Chemical Assessment Reports 

略称 NICNAS 

1-9） 

URL http://www.nicnas.gov.au/publications/car/pec/default.asp 

機関 European Center of Ecotoxicology and Toxicology of Chemicals (ECETOC) 

情報源名 Technical Report・TR91(Aquatic Hazard AssessmentⅡ)（TR91） 

略称 ECETOC TR91 

URL http://staging.idweaver.com/ECETOC/Documents/TR%20091.pdf 

1-10） 

備考 http://www.ecetoc.org/publications 
WEB ではリスト一覧のみ。 

機関 WHO/FAO 

情報源名 Pesticide Data Sheets（PDSs） 

略称 WHOpest 

1-11） 

URL http://www.inchem.org/pages/pds.html 

 

 

② 第 2 段階 (List 2) の情報収集 

第 1 段階の情報収集で情報が得られなかった場合、第 2 段階の情報収集を実施した。 

表 2.1-9 に List 2 の第 2 段階の情報収集に使用した情報源を示す。これらの情報源は、仕様書で

示された情報源に、European chemical Substance Information System(ESIS：欧州化学物質情報システ

ム)の「分類および表示情報、リスク警句」、および U.S. EPA の「高生産量化学物質情報システ

ム (HPVIS)」を追加したものである。 

 

表 2.1-9 第 2 段階 (List 2) で使用した情報源 

機関 AQUIRE 

情報源名 Aquatic Toxicity Information Retrieval（AQUIRE） 

略称 ECOTOX AQUIRE 

URL http://cfpub.epa.gov/ecotox/ 

2-1） 

備考 1981 年に米国 EPA が設立した化学物質・水生毒性データベースで、現在は

Ecotoxdatabase に含まれている。 
日本語版：http://www.jaici.or.jp/stn/dbsummary/db.html 

機関 EU European Chemicals Bureau (ECB：欧州化学品局) 

情報源名 International Uniform Chemical Information Database (IUCLID) 
IUCLID CD-ROM (Update 版 Edition 2 - 2000) 

略称 IUCLID 

2-2） 

URL http://ecb.jrc.it/esis/esis.php?PGM=hpv&DEPUIS=autre 

機関 米国国立医学図書館（NLM） 

情報源名 Hazardous Substance Data Bank（HSDB） 

略称 HSDB 

2-3） 

URL http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?HSDB 

機関 European chemical Substance Information System(ESIS：欧州化学物質情報システム)

情報源名 Classification and Labelling Information, Risk Phrases（分類および表示情報、リスク

警句） 

略称 EuriskP 

2-4） 

URL http://ecb.jrc.ec.europa.eu/esis/ 

2-5） 機関 German Chemical Society-Advisory Committee on Existing Chemicals of 
Environmental Relevance 
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情報源名 BUA Report（BUA） 

 BUA 

URL http://www.hirzel.de/bua-report/download.html 

備考 公開サイトからは full report は入手できない。 

機関 U.S. EPA 

情報源名 高生産量化学物質情報システム (HPVIS) 

2-6） 

URL http://www.epa.gov/hpvis/ 

 

 

③ 第 3 段階 (List 3) の情報収集 

第 2 段階で情報が得られなかった場合、第 3 段階の情報を確認した。表 2.1-10 にList 3 の第 3

段階で使用した情報源を示す。これらの情報源は、仕様書に示された情報源に英国産業生物学研

究協会（BIBRA ：British Industrial Biological Research Association)の「bibra Toxicity Profiles」を追

加したもので、原著文献データベースあるいは化学物質に関する総合的なデータベースである。

第 3 段階では、原著文献情報の検索を実施し、検索の結果得られた原著文献を査読して、情報を

整理した。 

 

表 2.1-10 第 3 段階 (List 3) で使用した情報源 

原著文献データベース 

情報源名 Pub-Med/NLM (原著文献調査) 

略称 PubMed 

URL http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi 

情報源名 NLM TOXNET (TOXLINE (原著文献調査) を含むオンライン検索) 

略称 TOXLINE 

URL http://toxnet.nlm.nih.gov/index.html 

情報源名 JICST 科学技術(医学)文献ファイル (J Dream II オンライン検索) 

略称 JDreamⅡ 

3-1) 

URL http://pr.jst.go.jp/db/db.html 

化学物質に関する総合情報データベース 

情報源名 (独) 製品評価技術基盤機構「化学物質総合情報提供システム」 (CHRIP) 

略称 CHRIP 

URL http://www.safe.nite.go.jp/japan/db.html 

情報源名 ドイツ労働安全研究所（BIA）「GESTIS-database on hazardous substances」
（GESTIS） 

略称 GESTIS 

URL http://www.hvbg.de/e/bia/fac/stoffdb/index.html 

情報源名 環境省「化学物質ファクトシート」 

略称 MOEsheet 

URL http://www.env.go.jp/chemi/communication/factsheet.html 

情報源名 (独)国立環境研究所「WebKis-Plus 化学物質データベース」 (WebKis-Plus) 

略称 Webkis 

URL http://w-chemdb.nies.go.jp/ 

情報源名 (独)産業技術総合研究所「詳細リスク評価書」 

略称 AIST 

URL http://unit.aist.go.jp/riss/crm/mainmenu/1.html 

3-2） 

情報源名 英国産業生物学研究協会British Industrial Biological Research Association 
(BIBRA) 「bibra Toxicity Profiles」 
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略称 BIBRA 

URL http://www.bibra-information.co.uk/profilelist.html (Abstract) 
情報源名 (財)化学物質評価研究機構 (CERI) 「化学物質安全性(ハザード)データ集」 

略称 CERIhazard 

URL http://www.cerij.or.jp/db/sheet/sheet_indx.htm 

 

 

List 3 の TOXLINE、PubMed、及び J Dream II の原著文献データベースについては、List 2 まで

で情報が得られなかった物質について、全検索可能期間を検索し、必要な原著文献を入手した。 

J Dream II については、J Dream II の辞書に登録されているキーワード並びシソーラスを使用し、

生態有害性の検索式を作成した。表 2.1-11 に検索式を示す。TOXLINE 及び PubMed については、

CAS 番号のみで情報収集を行った。 

 

表 2.1-11 J Dream II 検索式 （生態有害性） 

J DreamII のキーワード及びシソーラス 

短期毒性 
急性毒性 
慢性毒性 
長期毒性 
生態毒性 
エコトキシコゲノミクス 
エコトキシコロギー 
生態毒性ゲノミクス 
生態毒性遺伝学 
生態系毒性 
short-term toxicity 
short-term toxic effect 
acute toxicity 
acute toxic effect 
Prolonged Toxicity 
chronic toxicity 
Cotoxicity 
Ecotoxicology 
Ecotoxicogenomics 

 

 

生態有害性の情報入手状況を添付資料①-3 に示す。 
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2.2 国等が収集した情報の集約・整備 

化審法以外で化学物質に関して公表又はすでに調査され利用可能な情報について、その情報を

集約・整備した。 

（１）対象物質 

集約・整備対象物質は、平成 19 年度環境省請負調査研究「化管法対象化学物質選定調査」（以

下、「PRTR 物質選定調査」という。）で収集した 861 物質とした。添付資料②-1 に対象 861 物質

のリストを示す。 

 

（２）情報の集約・整備 

情報の集約・整備を行うエンドポイントについては、「PRTR 物質選定調査」で収集したデータ

のエンドポイントの中で、改正化審法のスクリーニング評価で利用可能なヒト健康有害性情報（慢

性毒性（経口、吸入）、変異原性、生殖発生毒性）及び生態有害性情報（藻類、甲殻類（ミジンコ）、

魚類）とした。また、これらの収集情報源は、「PRTR 物質選定調査」の際の選定根拠データ及び

選定外となったデータとした。なお、これらのデータは、「PRTR 物質選定調査」の際に収集した

データであるため、そのデータ収集基準に該当しない（例えば、慢性毒性（経口、吸入）に関し

ては試験期間が短期（概ね１年未満）等）データは収集されていない。 

 エンドポイントごとに本事業で制定したエクセルフォーマットで集約・整備を実施した（添付

資料）。 

 

2.3 評価に使える状態にない情報の整備 

有害性情報があることが判明しているが、現状では改正化審法のスクリーニング評価、リスク

評価に利用可能な状態にない、国が実施してきた SIDS の和訳事業の成果と、GHS 分類事業で情

報を収集した農薬のデータに対し、評価に利用できる状態に整備することを目的として実施した。 

 

2.3.1 調査対象物質 

以下の事業の対象となった物質を調査対象物質とした。 

・ 平成 18～21 年度に国が実施してきた SIDS の和訳事業の対象となった 177 物質 

・ 平成 18 年度経済産業省委託調査研究「GHS 対応分類事業」（以下、「GHS 分類事業」と

いう。）で情報を収集した農薬の中で、平成 23 年 2 月 8 日現在、食品安全委員会の Web

上において農薬抄録が公表されている 29 物質 

 

添付資料③-1 と④-1 に、各々SIDS の和訳事業より対象となった 177 物質と、GHS 分類事業よ
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り対象となった農薬 29 物質のリストを示す。 

 

2.3.2 既存情報の収集及び整理 

2.3.2.1  ヒト健康有害性 

（1）エンドポイント及び項目 

調査対象物質における以下のエンドポイントに関する情報について整理した。 

①反復投与毒性試験（経口）、②反復投与毒性試験（吸入）、 

③遺伝毒性（in vitro）、④遺伝毒性（in vivo）、⑤発がん性、 

⑥生殖毒性（経口、吸入）、⑦発生毒性（経口、吸入） 

 

各エンドポイントの情報整理項目は、表2.2-1に示すエンドポイント別情報整理項目に従った。 

 

（2）整理方法 

データの整理では、原則として、既に得られている結果に基づいて整理を行ったが、表 2.2-1

の項目に合わせて整理する際に、雌雄を分ける、数値と単位を分けるといった場合に必要に応じ

て、原著の確認を行った。 

なお、農薬抄録は、独立行政法人農林水産消費安全技術センターより、内閣府食品安全委員会

において評価が終了し農薬登録された剤について、入手可能であり、2010 年現在、95 物質の農薬

抄録が公開中であり（http://www.acis.famic.go.jp/syouroku/index.htm）、これらの評価書を利用し

た。 

 

2.3.2.2  生態有害性 

（1）エンドポイント及び項目 

調査対象物質における以下のエンドポイントに関する情報について整理した。 

①魚類に対する短期/延長毒性、②魚類に対する長期毒性、 

③水生無脊椎動物に対する短期の毒性、④水生無脊椎動物に対する長期の毒性、 

⑤水生藻類（及び水生植物）と藍色細菌に対する毒性4） 

 

各エンドポイントの情報整理項目は、表2.2-6に示すエンドポイント別情報整理項目に従った。 

 

（2）整理方法 

データの整理では、原則として、既に得られている結果に基づいて整理を行ったが、表 2.2-1

                                                  
4） 「⑤水生藻類(及び水生植物)と藍色細菌に対する毒性」では、短期及び長期毒性の両方を収集する。 
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の項目に合わせて整理する際に、雌雄を分ける、数値と単位を分けるといった場合に必要に応じ

て、原著の確認を行った。 

なお、農薬抄録は、独立行政法人農林水産消費安全技術センターより、内閣府食品安全委員会

において評価が終了し農薬登録された剤について、入手可能であり、2010 年現在、95 物質の農薬

抄録が公開中であり（http://www.acis.famic.go.jp/syouroku/index.htm）、これらの評価書を利用し

た。 

 

 

2.4 情報の維持・更新の方法の調査 

2.4.1 化学物質性状データ管理ツール作成の目的 

スクリーニング評価等のため、国が収集・整備した情報を更新可能な形で管理でき、利用者

の要望に合わせて情報を抽出・出力できる化学物質性状データ管理ツール（以下、管理ツール）

のプロトタイプを作成する。 

2.4.2 化学物質性状データ管理ツールの利用目的 

関係者にアンケートやヒアリングを実施することにより得られた管理ツールの主な利用目

的は、以下の 3 つに大別される。 

① 化学物質の有害性データの収集状況がわかる一覧（以下、星取り表と記載）を得る。 

② 有害性データを事業名やエンドポイント名等で管理できる。 

③ 文献調査候補物質等を選定するために取得データの新旧、データ履歴等が管理できる。 

管理ツールの利用目的、必要な機能及び作業を表 2.4-1 に示す。 

 

表 2.4-1 化学物質性状データ管理ツールの利用目的、必要な機能及び作業 

利用目的 必要な機能 予測される作業 

①化学物質の有害性情報

の収集状況がわかる一

覧表の自動作成 

･収集済みの情報だけを抽出

する機能 
･データの有無を区別するためのフ

ィールドを作成 
･集計クエリ等を作成 

･物質を同定する機能 ･同定のために CAS を利用 ②-1 物質別あるいはエン

ドポイント別に国の

既存点検データを管

理 
･検索対象にするエンドポイ

ントを区別する機能 

･エンドポイントに関しては複数の

エンドポイントのテーブル群を統

括するデータベースとして設計 
･検索結果の表示のためにテーブル

毎のサブフォーム等を作成 
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利用目的 必要な機能 予測される作業 

･既存点検（候補）に相当する

物質を区別する機能 

･既存点検に相当する物質（候補物

質）のテーブルを作成し、各エン

ドポイントのテーブル群とリレー

ションをはかる 
②-2 事業別や、データ源別

に化学物質データを

管理 

･事業名等による抽出機能 
･情報源等による抽出機能 

･事業 ID や情報源 ID 等のデータベ

ース（テーブル）を作成し、各種エ

ンドポイント等のテーブルとリレ

ーションをはかる 
③-1 データを事業の実施

年や発行年で管理 
･事業の実施年や情報源等の

発行年による抽出機能 
･事業の実施年と情報源や原著の発

行年のフィールドを各種エンドポ

イントのテーブル上に作成 

③-2 データ修正の履歴を

管理 
･修正したデータを抽出し、そ

の内容を把握するための機

能 
・修正方法として修正前のフ

ィールドにフラグを付けて

残す方式とする 

･修正日のフィールドをエンドポイ

ントのテーブル上に作成 
･レコードを上書きしない方式にす

るために修正時に修正データを最

終レコードにコピーし、それにフ

ラグを立てて修正できる仕組みを

作成 

 

2.4.3  化学物質性状データ管理ツールの基本仕様 

管理ツールの利用目的により、基本仕様は以下の通りとする。図 2.4-1 に管理ツールの利用

イメージを示す。 

・ マイクロソフト社製 Access 2003で作成した共有ファイルで作動するデータベースソフト

である（同時アクセス不可）。 

・ ユーザーは主にデータベースソフト上の検索ボックス、ボタン等で操作を行う。 

・ ユーザーの求める検索データは、フィールド間の串刺し検索(AND)で得る。 

・ 検索結果は表形式で出力される。 

・ 入力は主に入力用の単票画面（1データ毎の画面）を利用する。 

・ 修正は検索によって絞り込まれた帳票画面（複数データの画面）を利用する。 

・ MS Excelデータをインポートする場合はインポートのための規定の書式を利用するもの

とする。
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星取り表結果の出力 
エクスポート 

 

・インポート 
・EXCEL からの

貼り付け 

データの

入力・修正 
入力・修正 

フォーマット 

データ

抽出 

 

図 2.4-1 管理ツールの利用イメージ 

 

2.4.4  対象データ 

管理ツールに入力する対象データは以下の通りである。 

1）平成 22 年度化審法におけるデータ整備事業 

①ヒト健康有害性データ 

②生態毒性有害性データ 

③SIDS 和訳データ (経済産業省・厚生労働省・環境省提供) 

④PRTR 指定化学物質決定時の根拠データ (環境省提供) 

⑤GHS データ (経済産業省提供) 

2）平成 21 年度化審法におけるデータ整備事業 

①ヒト健康有害性データ 

②生態毒性有害性データ 

③水生動物の生物濃縮性データ 

④水中の生分解性データ 

⑤物理化学的性状データ 

 

なお、上記の 1)-③～⑤と 2)のデータは、検索機能の一部が利用できない。その理由は、上記

1)-①と②以外のデータは今回作成する管理ツールより以前に収集済みのデータであるため、今年

度の調査のエンドポイント内の詳細項目等の情報項目 (フィールド）に沿って調査が行われてい

ないためである。対象データにおける管理ツール上での対応可否の状況を表 2.4-2 に示す。 

 31



 

表 2.4-2 対象データおける管理ツール上の対応可否の状況 

      検索 

エンドポ

イント内

の詳細項

目 

機能* 
データの

有無の把

握 

修正

履歴 
CAS 

事 
業 
別 

事 
業 
年 

情 
報 
源 

情報

源発

行年 

H21 年度データ整備事業         

  ヒト健康有害性データ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ × 

  生態毒性有害性データ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ × 

 水生動物の生物濃縮性データ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ × 

  水中の生分解性データ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ × 

物理化学的性状データ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ × 

          

H22 年度データ整備事業         

  ヒト健康有害性データ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

  生態毒性有害性データ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

  SIDS 文書和訳データ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ × 

  化管法指定根拠有害性データ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ × 

 GHS データ ○ ○ ○ ○ ○ × △ × 

○：対応可、△：過去のデータの状況により限定的に対応可、×：対応不可 

*：実際の機能については、2.4.7 以降を参照。 

 

2.4.5  データベースに含まれるエンドポイント 

実測データを対象とする。 

1) ヒト健康に関する毒性 

 以下の 7 つのエンドポイントとする。 

・ 反復投与毒性 (経口) 

・ 反復投与毒性 (吸入) 

・ 生殖毒性 

・ 発生毒性 

・ 遺伝毒性 (in vitro) 

・ 遺伝毒性 (in vivo) 

・ 発がん性 

2) 生態毒性 

  以下の 5 つのエンドポイントとする。 

・ 魚類に対する急性毒性 (以下、魚類/短期) 

・ 魚類に対する慢性毒性 (以下、魚類/長期) 
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・ 水生の無脊椎動物に対する急性毒性 (以下、無脊椎動物/短期) 

・ 水生の無脊椎動物に対する慢性毒性 (以下、無脊椎動物/長期) 

・ 水生の植物に対する毒性 (以下、水生藻類と藍色細菌) 

3) 生物濃縮性 

エンドポイントは、生物濃縮性：水生動物(BCF)とする。 

4) 水中での生分解 

エンドポイントは、水中での生分解：スクリーニング試験とする。 

5) 物理化学的性状 

以下の 9 つのエンドポイントとする。 

・ 沸点 

・ 融点 

・ 1-ｵｸﾀﾉｰﾙ/水分配係数（以下、オクタノール/水分配係数） 

・ 蒸気圧 

・ ヘンリー定数 

・ 水溶解度 

・ 加水分解性 

・ 解離定数 

・ 土壌吸着係数 
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2.4.6  管理ツールのデータ構造の概要 

化学物質性状データ管理ツールと各サブシステムとの連携は段階的に行う。化学物質性状

データ管理ツールで管理できるデータ範囲の概要を図 2.4.-2 に示した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

：テーブル 

9 ｴﾝﾄﾞﾎﾟｲﾝﾄ 

物理化学的性状

魚類に対する急

性毒性 
 

魚類に対する慢

性毒性 
 

水生の無脊椎動

物に対する急性

毒性 
 

水生の無脊椎動

物に対する慢性

毒性 
 

水生の植物に対

する毒性 

生態毒性 

5 ｴﾝﾄﾞﾎﾟｲﾝﾄ

生殖毒性 

変異原性-in vitro 

変異原性-in vivo 

ヒト健康に関する毒性

反復投与毒性-経口 

反復投与毒性-吸入 

7 ｴﾝﾄﾞﾎﾟｲﾝﾄ 

発がん性 

反復投与毒性テーブル 

生殖・発生毒性テーブル 

変異原性テーブル 

発がん性テーブル 

環境中運命

生分解性

生物濃縮性 

2 ｴﾝﾄﾞﾎﾟｲﾝﾄ

生分解性テーブル 生物濃縮性テーブル

生物濃縮性テーブル 

CAS 番号

修正 
フォーマット 

既存点検物質同定

既存点検 

・灰色線は限定的なリレーショナル 

物質 

事業名同定

事 業 名

データ ID

情報源名 
テーブル 

データ源名同定 

・点線はリレーショナル化を行っていな

いもの 

 物理化学的性状テーブル 

沸点 
 

融点 
 

蒸気圧 
 

ｵｸﾀﾉｰﾙ/水分配係数

 
水溶解度 

 
解離定数 

 
加水分解性 

 
土壌吸着係数 

 
ヘンリー定数 

図 2.4-2 化学物質性状データ管理ツールで扱うデータベースのイメージ 
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2.4.7 化学物質性状データ管理ツールの利用方法の概要 

1) システムの保存と起動 

a. システムの保存 

マイクロソフト社製  Access 2003がインストールされているパーソナルコンピュータ

（Windows XP、980MB 以上のRAMを推奨）に本年度事業のCD-ROMからローカルディスクもし

くは共用フォルダなどにドラッグする。 

b. 起動 

下記アイコンをクリックする (図2.4-3)。 

 

図 2.4-3 管理ツールのアイコン 

 

セキュリティ警告画面が表示されるので、開く(O)をクリックするとセキュリティ警告が表示

されるが、開く(O)をクリックする(図 2.4-4)。 

 

図 2.4-4  管理ツールのアイコンを開いた際のセキュリティ警告 

 

 35



 

 

図 2.4-5  管理ツールのスタートアップ画面 

 

化学物質性状データ管理ツールのスタートアップ画面(図 2.4-5)が数秒間表示された後、メイ

ン画面が表示される(図 2.4-6)。 

c. 操作 

操作は図2.4-6のメイン画面から始め、必要な作業に応じてボタンをクリックすることで作業

をするための画面に移動する。 
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図 2.4-6  メイン画面 

 

・グループ  

、 、 、 、 、

、 、 のボタンがある。 

これらは、個々のエンドポイントのデータを閲覧・入力・修正するための単票形式の画面に

移動するためのボタンである。 

 

・入力フォーム 

 ボタン をクリックすると、下記のように単票の当該エンドポイントの入力フォ

ームが表示される。図 2.4-7 に例を示す。 
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③ 

④ 

図 2.4-7  化学物質情報の入力フォーム（単票形式、反復毒性・慢性毒性の場合） 

② ① 

 

ユーザーは項目を確認しながら本フォームで入力できる。ただし、いくつかの項目では、プ

ルダウンメニューで入力できるリストボックス形式にすべきと考えられるボックスがあるが、

元データにおいて統一が十分になされていないため現時点では作成していない。 

入力する場合は、必ず上記画面の黒の点線丸①で示したボタンを押してから、新規レコード

を入力する。保存は入力された時点で更新されるため注意をする必要がある。 

一方、更新する場合は、必ず黒丸部分②に修正したい TableID を入力し、画面下記の黒丸③

で示した「修正データフラグ」をチェックし、修正理由を記入してから「更新作業を実施する」

ボタン（黒丸④）をクリックする。その後、データレコードの最終行に修正内容が複製され、

自動的に最終レコードに移動する。ここで、必ず「修正データフラグ」のチェックを外してか

らデータを修正する。 

このことによって、修正前データ（「修正データフラグ」チェック済）、修正後データ（修正

データフラグ」チェック無）の 2 つのレコードが保存されるため、後述のデータ表で最新レコ

ードを閲覧する際はデータフラグにチェックの無いレコードだけを抽出すればよいこととな

る。 
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・ボタン  

特定の項目から必要なデータを抽出する画面に移動するためのボタン。本ボタンをクリック

することで、下記の「抽出フォーム」が表示される (図 2.4-8)。 

・「抽出フォーム」の利用方法 

  図 2.4-8 にある赤枠がユーザーが指定できる抽出条件の項目である。これらは AND 検索（串

刺し検索）のための項目で と に必要な語句や数字を記入して、ボタ

ン をクリックすることで、全てのエンドポイントの抽出が一括して実行できる。抽出

後に新たな抽出を実行したい場合は、必ず、ボックス内の語句や数字を消去し、ボタン

をクリックする。これをクリックしないと抽出結果に対しての抽出になってしまうので注意す

る必要がある。なお、 は 部分をクリックすると選択肢が表示され、抽出したい

項目を選ぶ形式（プルダウンメニュー）とした。ただし、元データにおいて、使用用語の統一

が完全ではないため、テキストボックスの用途も兼ねることのできる「コンボボックス」とし

た。 

 

 

図 2.4-8  化学物質情報のための抽出フォーム 
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なお、本フォームで修正データを捜し修正する場合は、ここで TableID を確認後、メイン画

面に戻り、修正したいエンドポイントのボタンから短票フォームの左下に TableID を入力し、

修正する方式を推奨する（・入力フォームの項、図 2.4-7 に関する記述を参照）。 

一方で本フォームは帳票形式にもなっており、ここで、修正したいレコードの「レコードフ

ラグ」にチェックを入れてその行をコピーし、ボタン をクリックした後に最終行にレ

コードを貼り付ける。貼り付けた先の行の「レコードフラグ」のチェックを外して、修正する

ことも可能である。 

このフォームでは、ユーザーが管理する上で修正前データと修正後データの両方を確認する

ために抽出後は Excel に貼り付けを行い、必要に応じてエクセル上でソート等の操作をすると

いう作業をイメージし、フォーム上では修正前後のデータの抽出機能までは用意していない。 

この機能が必要な場合は、例えば、本フォームに 等のチェックボックス

タイプの抽出項目を非連結で追加し、各サブフォーム（上図では各表の抽出結果に相当）の「修

正データフラグ」フィールドに対して抽出をするコードをボタン 内のイベントに追

加すれば、ツール上で簡単に実現することも可能である。 

 

データの Excel への移行方法としては、各サブフォームに対して Ctrl+A でコピーをして、 

Excel に貼り付ける方式を取ることを現時点では推奨する。あらかじめ Excel を開いておき、文

字型を設定した後で Access から貼り付け、スマートタグで貼り付け先の書式に合わせれば CAS

等のハイフンの文字化けを防止することができる。 

 ボタン  

管理ツールに収納された化学物質情報のエンドポイント別、CAS 別の一覧表を作成するため

のフォームへ移動するボタン。本ボタンをクリックすることで、下記の「抽出フォーム」が表

示される。 

2 種類の星取り表が作成できる。表示される仕様内容については、図 2.4-9 のようにツール内

に記載した。 
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図 2.4-9  化学物質情報のための抽出フォーム 

 

星取り表 1)は、全エンドポイントのデータ表に対しての集計をクエリで計算し実行させるた

め、数分かかる。 

 

2.4.8 化学物質性状データ管理ツールで用いるフォーム 

ここまで、操作に関する実際の画面について説明した。これらの画面を管理ツールではフォー

ムと呼ぶ。以下、管理ツールで扱うフォームについて整理する。 

管理ツールでは、図 2.4-10 のように 20 のフォームを用意した。 
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図 2.4-10 管理ツール内に作成したフォーム 

 

 以下、フォームについて目的別に記述する。 

1) 管理ツールのスタートアップに関わるフォーム 

フォーム名：F_管理ツールスタートアップ画面：管理ツールのアイコンをダブルクリックして

最初に数秒間表示される管理ツールのバージョン情報を示した画面(図 2.4-11)。 

 

図 2.4-11 スタートアップ画面としてのフォーム 

 

2) 操作メニューを示した画面に関わるフォーム 

フォーム名：F_メインフォーム 

管理ツールスタートアップ画面が数秒間表示された後、自動的に表示される。ユーザーが操作

をしたいメニュー画面(図 2.4-12)。 
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図 2.4-12 メニュー画面としてのフォーム 

 

3) 入力する画面に関わるフォーム 

 エンドポイントに対して 8 つの画面(フォーム)を用意した。下記にフォーム名を示し、図 2.4-13

にフォーム例を示す。 

 ・F_反復・慢性 

 ・F_生殖・発生 

 ・F_遺伝毒性 

 ・F_発がん性 

 ・F_生態毒性 

 ・F_生物濃縮性 

 ・F_生分解性 

 ・F_物理化学的性状 
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図 2.4-13 入力フォーム例、反復毒性・慢性毒性(フォーム名：F_反復・慢性) 

 

4) データの検索・抽出に関わるフォーム 

 図 2.4-14 にフォームを示す。フォーム名：F_抽出フォーム 

 イベント プロシージャ： に本フォームの串刺し検索のプログラム、 に抽出

された状態から元の状態に戻すプログラムがある。 
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図 2.4-14 抽出フォーム 

 

図 2.4-14 の中にある個々の赤枠は、フォームの中に埋め込んだサブフォームである。この抽出

フォームには 8 つのサブフォームがあり、管理ツールで扱っている 8 つのエンドポイントのテー

ブル全てに対して検索語句を用いて一括で検索することが可能である。 

これらのサブフォーム名は以下の通りである。 

 ・F_sub 反復・慢性 

 ・F_sub 生殖・発生 

 ・F_sub 遺伝毒性 

 ・F_sub 発がん性 

 ・F_sub 生態毒性 

 ・F_sub 生物濃縮性 

 ・F_sub 生分解性 

 ・F_sub 物理化学的性状 
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5) 星取り表の作成に関わるフォーム 

図 2.4-15 にフォームを示す。フォーム名：F_星取り表の作成 

2 つのボタンにより星取り表を作成することが可能である。星取り表の作成は後述のクエリの

組み合わせにより実現した。星取り表の仕様については図 2.4-15 の実際のツール画面内に記載し

た。 

 

図 2.4-15 抽出フォーム 

 

2.4.9 化学物質性状データ管理ツールで用いるテーブル 

管理ツール上のデータであるテーブルについて記載する。ここで言うテーブルとはここまで説

明してきた操作の大元になるデータを収納するデータである。以下、以下、管理ツールで扱うテ

ーブルについて整理する。 

化学物質性状データ管理ツールのデータは13のテーブルから構成されるものとした(図2.4-16)。 
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図 2.4-16  MSAccess の管理ツールにおけるデータテーブルのファイル構成 

 

1) CAS 番号テーブル 

T_CASマスタ：管理ツールに登録したCASを主キーとした物質同定のためのテーブルとして作

成した。本ツールに物質を新たに登録する際には、まず、本テーブルにを入力する必要がある（星

取り表作成のためには、ここに最小で、CAS（ハイフン無）とCAS、物質名称（英名）は必要）。フ

ィールド名とデータ型、その説明を表2.4-3に示した。 

 

表 2.4-3 CAS 番号テーブル(T_CAS マスタ)のフィールド名とデータ型 

フィールド名 データ型 データ型詳細情報 

CAS（ハイフン無） 数値型 長整数型 

CAS テキスト型 50 文字 (半角) 

官報 No1 数値型 長整数型 

官報 No2 数値型 長整数型 

官報 No3 数値型 長整数型 

官報 No4 数値型 長整数型 

官報 No5 数値型 長整数型 

官報 No6 数値型 長整数型 

官報 No7 数値型 長整数型 

官報 No8 数値型 長整数型 

官報 No9 数値型 長整数型 

官報 No10 数値型 長整数型 

物質名称（英名） メモ型 複数ある場合は複数の名称をセミコロンで区切り、入力 
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フィールド名 データ型 データ型詳細情報 

物質名称（和名） メモ型 複数ある場合は複数の名称をセミコロンで区切り、入力 

官報公示名称 メモ型 複数ある場合は複数の名称をセミコロンで区切り、入力 

広報公表名称 メモ型 複数ある場合は複数の名称をセミコロンで区切り、入力 

 

しかしながら、CAS と官報 No や物質名称とのデータ関係が必ずしも一対多ではなく多対一、

多対多の対応関係など様々なケースが考えられ、必ずしも、CAS を主体としたリレーションが良

いとは決定できない。適切なリレーションを行うためには、CAS と官報 No、物質名称、官報公示

名称、広報公表名称の関連性を判断するためのデータベースが別途必要である。従って、CAS 番

号テーブルと後述の 4)～7)のデータ管理のリレーションは敢えて行わず、各テーブルに上図の

CAS（ハイフン無）から広報公表名称の項目を全て設け、後述の星取り表作成に用いる選択クエ

リの作成の時のみ本テーブルとリレーションが用いられることとした。 

2) 事業名テーブル 

 T_事業：検索等のためのプルダウンメニューとした。フィールド名とデータ型、その説明を表

2.4-4に示した。 

 

表 2.4-4 事業名テーブル(T_事業)のフィールド名とデータ型 

フィールド名 データ型 データ型詳細情報 

事業 ID テキスト型 50 文字 (半角) 

事業名略称 テキスト型 50 文字 (半角) 

事業名称 テキスト型 255 文字 (半角) 

事業年度 数値型 整数型、西暦を記載 

管轄機関 テキスト型 255 文字 (半角)、事業を管轄した省庁 

報告書名 テキスト型 255 文字 (半角) 

報告書作成機関 テキスト型 255 文字 (半角) 

 

3) 情報源テーブル 

T_情報源：検索等のためのプルダウンメニューとした。フィールド名とデータ型、その説明を

表2.4-5に示した。 

 

表 2.4-5 情報源テーブル(T_情報源)のフィールド名とデータ型 

フィールド名 データ型 データ型詳細情報 

情報源略称 テキスト型 50 文字 (半角) 

情報源名 メモ型  

List 数値型 整数型 

機関名 テキスト型 255 文字 (半角) 
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フィールド名 データ型 データ型詳細情報 

URL1 ハイパーリンク 当該情報源の情報先の URL 

URL2 ハイパーリンク 当該情報源の情報先の URL 

情報源 ID 数値型 整数型 

 

4) 項目名称テーブル 

T_項目名称：エンドポイントの検索のためのプルダウンメニューとした。フィールド名とデー

タ型、その説明を表2.4-6に示した。 

 

表 2.4-6 項目名称テーブル(T_項目名称)のフィールド名とデータ型 

フィールド名 データ型 データ型詳細情報 

項目名称(エンドポイント名称) テキスト型 255 文字 (半角) 

EPID 数値型 登録したエンドポイントにナンバリングした ID 

 

5) 既存点検（候補）物質テーブル 

T_既存点検（候補）物質：CAS等の物質同定情報からデータベース内から既存点検（候補）物

質と試験のステータスを把握することができるようにすることを目的としたテーブルとして考慮

した。フィールド名とデータ型、その説明を表2.4-7に示した。 

 

表 2.4-7 既存点検(候補)テーブル(T_既存点検)のフィールド名とデータ型 

フィールド名 データ型 データ型詳細情報 

既存点検物質(候補)ID 数値型 整数型、登録した情報源にナンバリングした ID 

CAS No 数値型 長整数型 

分解度 テキスト型 255 文字 (半角) 

蓄積性 テキスト型 255 文字 (半角) 

急性毒性 テキスト型 255 文字 (半角) 

28 日反復投与毒性 テキスト型 255 文字 (半角) 

Ames テキスト型 255 文字 (半角) 

染色体異常 テキスト型 255 文字 (半角) 

小核 テキスト型 255 文字 (半角) 

反復･生殖･発生併合 テキスト型 255 文字 (半角) 

簡易生殖 テキスト型 255 文字 (半角) 

がん原性 テキスト型 255 文字 (半角) 

藻類生育阻害 テキスト型 255 文字 (半角) 

ミジンコ急性遊泳阻害 テキスト型 255 文字 (半角) 

ミジンコ繁殖 テキスト型 255 文字 (半角) 

魚類急性 テキスト型 255 文字 (半角) 

魚類初期生活段階 テキスト型 255 文字 (半角) 

魚類延長 テキスト型 255 文字 (半角) 
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しかしながら、現状では、どの物質同定情報から既存点検（候補）物質を把握するかを今後

に議論しなければならない段階であり、それによって既存点検（候補）物質のテーブルをどの

ような形式にするかを考慮しなければならないことから、本事業の管理ツールでは既存点検（候

補）物質テーブルと他のテーブルのリレーションを実施せず、サンプルとして国による既存化

学物質点検状況一覧（平成 22 年 3 月 9 日現在、厚生労働省ホームページよりダウンロード）

http://www.mhlw.go.jp/shingi/2010/03/dl/s0309-4g.pdf のデータを暫定的なテーブルとして管理ツ

ール内に用意した。 

6) エンドポイントのテーブル構成 

 エンドポイントのテーブル（以下 7）～14））のテーブルには共通フィールドと各エンドポイ

ント固有のフィールドある。図 2.4-8 から-15 共通に言える点は下記の通りである。 

①TableID～項目名称：物質同定や事業、エンドポイント情報 

②項目名称の次～情報源略称の前：各エンドポイント（項目名称）固有の項目 

③情報源略称～修正理由：情報原の情報、データの有無、更新情報 

 データベースを作成する上では、原則として正規化を行うが、適切な正規化を行う上では物

質同定情報の CAS と官報 No や官報名称などの関連が辞書などのルールが必要である。このルー

ルが現状では決定できていないため、管理ツールでは正規化を行わず、抽出・集計機能が働くこ

とを優先して、ツールを作成した。 

 

7) 反復投与毒性(経口・吸入)データテーブル 

T_反復・慢性：経口投与と吸入投与それぞれ両方の反復投与毒性のデータが格納されたテーブ

ル。フィールド名とデータ型、その説明を表2.4-8に示した。 

 

表 2.4-8 反復投与毒性(経口･吸入)(T_反復･慢性)のフィールド名とデータ型 

フィールド名 データ型 データ型詳細情報 

TableID 数値型 長整数型 

事業-エンドポイント内 DataID 数値型 整数型 

事業内物質 ID 数値型 整数型 

CAS（ハイフン無） 数値型 長整数型 

CAS テキスト型 50 文字 (半角) 
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フィールド名 データ型 データ型詳細情報 

官報 No1 数値型 長整数型 

官報 No2 数値型 長整数型 

官報 No3 数値型 長整数型 

官報 No4 数値型 長整数型 

官報 No5 数値型 長整数型 

官報 No6 数値型 長整数型 

官報 No7 数値型 長整数型 

官報 No8 数値型 長整数型 

官報 No9 数値型 長整数型 

官報 No10 数値型 長整数型 

物質名称（英名） メモ型  

物質名称（和名） メモ型  

官報公示名称 メモ型  

広報公表名称 メモ型  

被験物質名称(英名) メモ型  

被験物質名称(和名) メモ型  

対象物質と被験物質の差異(同じ・異なる) テキスト型 255 文字 (半角) 

事業 ID テキスト型 50 文字 (半角) 

事業年度 数値型 整数型 

既存点検物質（候補）ID テキスト型 50 文字 (半角) 

項目名称 テキスト型 255 文字 (半角) 

List 数値型 整数型 

被験物質純度(記号) テキスト型 255 文字 (半角) 

被験物質純度(数値 1) 数値型 倍精度浮動小数点型 

被験物質純度(数値 2) 数値型 倍精度浮動小数点型 

被験物質純度(数値 3) 数値型 倍精度浮動小数点型 

被験物質純度(単位) テキスト型 255 文字 (半角) 

備考_被験物質純度 テキスト型 255 文字 (半角) 

試験方法(GuidelineNo.等) テキスト型 255 文字 (半角) 

GLP（はい・いいえ） テキスト型 255 文字 (半角) 

種 テキスト型 255 文字 (半角) 

系統 テキスト型 255 文字 (半角) 

性別 テキスト型 255 文字 (半角) 

匹数/群 テキスト型 255 文字 (半角) 

週齢/月齢(年齢） テキスト型 255 文字 (半角) 

投与経路 テキスト型 255 文字 (半角) 

投与量（濃度） メモ型  

投与量(単位） テキスト型 255 文字 (半角) 

投与期間(記号) テキスト型 255 文字 (半角) 

投与期間(数値 1) 数値型 倍精度浮動小数点型 

投与期間(数値 2) 数値型 倍精度浮動小数点型 

投与期間(単位) テキスト型 255 文字 (半角) 

投与期間_他表現 メモ型  

投与頻度 テキスト型 255 文字 (半角) 

その他特別な試験条件、影響 メモ型  

影響の種類 メモ型  

用量-反応関係 テキスト型 255 文字 (半角) 

NO(A)EL または LO(A)EL テキスト型 255 文字 (半角) 
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フィールド名 データ型 データ型詳細情報 

NO(A)EL または LO(A)EL(記号) テキスト型 255 文字 (半角) 

NO(A)EL または LO(A)EL(値 1) 数値型 倍精度浮動小数点型 

NO(A)EL または LO(A)EL(値 2) 数値型 倍精度浮動小数点型 

NO(A)EL または LO(A)EL(単位) テキスト型 255 文字 (半角) 

NO(A)EL または LO(A)EL(エンドポイント) テキスト型 255 文字 (半角) 

NO(A)EL または LO(A)EL の推定根拠 テキスト型 255 文字 (半角) 

情報源でキースタディとして採用 テキスト型 255 文字 (半角) 

Klimisch コード テキスト型 255 文字 (半角) 

備考 メモ型  

信頼性の有無_事業内 テキスト型 255 文字 (半角) 

信頼性の判断根拠_事業内 テキスト型 255 文字 (半角) 

信頼性の有無 テキスト型 255 文字 (半角) 

信頼性の判断根拠 テキスト型 255 文字 (半角) 

情報源略称 テキスト型 255 文字 (半角) 

情報源副名 テキスト型 255 文字 (半角) 

情報源巻 テキスト型 255 文字 (半角) 

情報源頁 テキスト型 255 文字 (半角) 

情報源年(最新出典) 数値型 整数型 

情報源_備考 テキスト型 255 文字 (半角) 

出典（子文献） メモ型  

子文献の年(最新出典) 数値型 整数型 

子文献_備考 テキスト型 255 文字 (半角) 

複数の評価書に同じデータがあった場合の参照先 テキスト型 255 文字 (半角) 

データ有 テキスト型 10 文字 (半角) 

データ無 テキスト型 10 文字 (半角) 

未調査 テキスト型 10 文字 (半角) 

未調査の理由 テキスト型 255 文字 (半角) 

情報提供者 テキスト型 255 文字 (半角) 

データ入力日 日付/時刻型  

データ更新日 日付/時刻型  

修正データフラグ Yes/No 型  

修正理由 テキスト型 255 文字 (半角) 

 

 

8) 生殖毒性・発生毒性データテーブル 

T_生殖・発生：生殖毒性と発生毒性それぞれ両方のデータが格納されたテーブル。フィールド

名とデータ型、その説明を表2.4-9に示した。 

 

表 2.4-9 生殖毒性・発生毒性データテーブル(T_生殖･発生)のフィールド名とデータ型 

フィールド名 データ型 データ型詳細情報 

TableID 数値型 長整数型 

事業-エンドポイント内 DataID 数値型 整数型 

事業内物質 ID 数値型 整数型 

CAS（ハイフン無） 数値型 長整数型 
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フィールド名 データ型 データ型詳細情報 

CAS テキスト型 50 文字 (半角) 

官報 No1 数値型 長整数型 

官報 No2 数値型 長整数型 

官報 No3 数値型 長整数型 

官報 No4 数値型 長整数型 

官報 No5 数値型 長整数型 

官報 No6 数値型 長整数型 

官報 No7 数値型 長整数型 

官報 No8 数値型 長整数型 

官報 No9 数値型 長整数型 

官報 No10 数値型 長整数型 

物質名称（英名） メモ型  

物質名称（和名） メモ型  

官報公示名称 メモ型  

広報公表名称 メモ型  

被験物質名称(英名) メモ型  

被験物質名称(和名) メモ型  

対象物質と被験物質の差異(同じ・異なる) テキスト型 255 文字 (半角) 

事業 ID テキスト型 50 文字 (半角) 

事業年度 数値型 整数型 

既存点検物質（候補）ID テキスト型 50 文字 (半角) 

項目名称 テキスト型 255 文字 (半角) 

List 数値型 整数型 

被験物質純度(記号) テキスト型 255 文字 (半角) 

被験物質純度(数値 1) 数値型 倍精度浮動小数点型 

被験物質純度(数値 2) 数値型 倍精度浮動小数点型 

被験物質純度(数値 3) 数値型 倍精度浮動小数点型 

被験物質純度(単位) テキスト型 255 文字 (半角) 

備考_被験物質純度 テキスト型 255 文字 (半角) 

試験方法(GuidelineNo.等) メモ型  

試験の質(二世代以上の生殖発生毒性を見ていな

い場合:1) テキスト型 255 文字 (半角) 

GLP（はい・いいえ） テキスト型 255 文字 (半角) 

種 テキスト型 255 文字 (半角) 

系統 テキスト型 255 文字 (半角) 

性別（雄/雌/不明） テキスト型 255 文字 (半角) 

雌の場合、妊娠していた雌を用いたか否か(はい/

いいえ/不明) テキスト型 255 文字 (半角) 

匹数/群 テキスト型 255 文字 (半角) 

週齢/月齢（年齢） テキスト型 255 文字 (半角) 

投与経路 テキスト型 255 文字 (半角) 

投与量（濃度） メモ型  

投与量(単位） テキスト型 255 文字 (半角) 

投与期間(記号) テキスト型 255 文字 (半角) 

投与期間(数値 1) 数値型 倍精度浮動小数点型 

投与期間(数値 2) 数値型 倍精度浮動小数点型 

投与期間(単位) テキスト型 255 文字 (半角) 

投与期間_他表現 メモ型  
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フィールド名 データ型 データ型詳細情報 

投与頻度 テキスト型 255 文字 (半角) 

その他特別な試験条件、影響 メモ型  

影響の種類 メモ型  

妊娠率（妊娠個体数/交配数） テキスト型 255 文字 (半角) 

妊娠指数（生存胎仔数/着床痕数） テキスト型 255 文字 (半角) 

同腹仔数 テキスト型 255 文字 (半角) 

性比 テキスト型 255 文字 (半角) 

奇形の有無、奇形の発生率 テキスト型 255 文字 (半角) 

生存率（生後 4 日目生存仔数/総分娩仔数） テキスト型 255 文字 (半角) 

雄親に対する NO(A)EL または LO(A)EL テキスト型 255 文字 (半角) 

雄親(記号) テキスト型 255 文字 (半角) 

雄親(値) 数値型 倍精度浮動小数点型 

雄親(単位) テキスト型 255 文字 (半角) 

雄親に対する NO(A)EL または LO(A)EL の推定根

拠 テキスト型 255 文字 (半角) 

雌親に対する NO(A)EL または LO(A)EL テキスト型 255 文字 (半角) 

雌親(記号) テキスト型 255 文字 (半角) 

雌親(値) 数値型 倍精度浮動小数点型 

雌親(単位) テキスト型 255 文字 (半角) 

雌親に対する NO(A)EL または LO(A)EL の推定根

拠 テキスト型 255 文字 (半角) 

雌雄不明親に対する NO(A)EL または LO(A)EL テキスト型 255 文字 (半角) 

雌雄不明(記号) テキスト型 255 文字 (半角) 

雌雄不明(値) 数値型 倍精度浮動小数点型 

雌雄不明(単位) テキスト型 255 文字 (半角) 

雌雄不明に対する NO(A)EL または LO(A)EL の推

定根拠 テキスト型 255 文字 (半角) 

仔に対する NO(A)EL または LO(A)EL テキスト型 255 文字 (半角) 

仔(記号) テキスト型 255 文字 (半角) 

仔(値) 数値型 倍精度浮動小数点型 

仔(単位) テキスト型 255 文字 (半角) 

仔に対する NO(A)EL または LO(A)EL の推定根拠 テキスト型 255 文字 (半角) 

その他 1（生殖毒性の判断） テキスト型 255 文字 (半角) 

一般毒性データの場合は○ テキスト型 50 文字 (半角) 

情報源でキースタディとして採用 テキスト型 255 文字 (半角) 

Klimisch コード テキスト型 255 文字 (半角) 

備考 メモ型  

信頼性の有無_事業内 テキスト型 255 文字 (半角) 

信頼性の判断根拠_事業内 テキスト型 255 文字 (半角) 

信頼性の有無 テキスト型 255 文字 (半角) 

信頼性の判断根拠 テキスト型 255 文字 (半角) 

情報源略称 テキスト型 255 文字 (半角) 

情報源副名 テキスト型 255 文字 (半角) 

情報源巻 テキスト型 255 文字 (半角) 

情報源頁 テキスト型 255 文字 (半角) 

情報源年(最新出典) 数値型 整数型 

情報源_備考 テキスト型 255 文字 (半角) 

出典（子文献） メモ型  
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フィールド名 データ型 データ型詳細情報 

子文献の年(最新出典) 数値型 整数型 

子文献_備考 テキスト型 255 文字 (半角) 

複数の評価書に同じデータがあった場合の参照先 テキスト型 255 文字 

データ有 テキスト型 10 文字 (半角) 

データ無 テキスト型 10 文字 (半角) 

未調査 テキスト型 10 文字 (半角) 

未調査の理由 テキスト型 255 文字 (半角) 

情報提供者 テキスト型 255 文字 (半角) 

データ入力日 日付/時刻型  

データ更新日 日付/時刻型  

修正データフラグ Yes/No 型 Yes/No 

修正理由 テキスト型 255 文字 (半角) 

 

 

9) 遺伝毒性 (in vitro・in vivo)データテーブル 

T_遺伝毒性：in vitroとin vivoの遺伝毒性の両方のデータが格納されたテーブル。フィールド名

とデータ型、その説明を表2.4-10に示した。 

 

表 2.4-10 遺伝毒性データテーブル(T_遺伝促成)のフィールド名とデータ型 

フィールド名 データ型 データ型詳細情報 

TableID 数値型 長整数型 

事業-エンドポイント内 DataID 数値型 整数型 

事業内物質 ID 数値型 整数型 

CAS（ハイフン無） 数値型 長整数型 

CAS テキスト型 50 文字 (半角) 

官報 No1 数値型 長整数型 

官報 No2 数値型 長整数型 

官報 No3 数値型 長整数型 

官報 No4 数値型 長整数型 

官報 No5 数値型 長整数型 

官報 No6 数値型 長整数型 

官報 No7 数値型 長整数型 

官報 No8 数値型 長整数型 

官報 No9 数値型 長整数型 

官報 No10 数値型 長整数型 

物質名称（英名） メモ型  

物質名称（和名） メモ型  

官報公示名称 メモ型  

広報公表名称 メモ型  

被験物質名称(英名) メモ型  

被験物質名称(和名) メモ型  

対象物質と被験物質の差異(同じ・異なる) テキスト型 255 文字 (半角) 

事業 ID テキスト型 50 文字 (半角) 

事業年度 数値型 整数型 
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フィールド名 データ型 データ型詳細情報 

既存点検物質（候補）ID テキスト型 50 文字 (半角) 

項目名称 テキスト型 255 文字 (半角) 

List 数値型 整数型 

被験物質純度(記号) テキスト型 255 文字 (半角) 

被験物質純度(数値 1) 数値型 倍精度浮動小数点型 

被験物質純度(数値 2) 数値型 倍精度浮動小数点型 

被験物質純度(数値 3) 数値型 倍精度浮動小数点型 

被験物質純度(単位) テキスト型 255 文字 (半角) 

備考_被験物質純度 テキスト型 255 文字 (半角) 

試験方法(GuidelineNo 等) テキスト型 255 文字 (半角) 

GLP（はい・いいえ） テキスト型 255 文字 (半角) 

in vitro/in vivo テキスト型 255 文字 (半角) 

試験系（試験名称等） テキスト型 255 文字 (半角) 

試験材料（細胞系統） テキスト型 255 文字 (半角) 

匹数/群(in vivo のみ） テキスト型 255 文字 (半角) 

細胞系統 メモ型  

用量 LED: Lowest effective doseHID: Highest 

ineffective dose 
メモ型  

用量(単位） テキスト型 255 文字 (半角) 

投与経路(In vivo のみ） テキスト型 255 文字 (半角) 

その他特別な試験条件・影響等（代謝活性 S9 の有無

など） 
メモ型  

陽性または陰性 テキスト型 255 文字 (半角) 

Ames：比活性値(数値) 数値型 倍精度浮動小数点型 

Ames：比活性(単位） テキスト型 255 文字 (半角) 

染色体：D20 値（数値） テキスト型 255 文字 (半角) 

染色体：D20 値（単位） テキスト型 255 文字 (半角) 

その他（判断） テキスト型 255 文字 (半角) 

情報源でキースタディとして採用 テキスト型 255 文字 (半角) 

Klimisch コード テキスト型 255 文字 (半角) 

備考 メモ型  

信頼性の有無_事業内 テキスト型 255 文字 (半角) 

信頼性の判断根拠_事業内 テキスト型 255 文字 (半角) 

信頼性の有無 テキスト型 255 文字 (半角) 

信頼性の判断根拠 テキスト型 255 文字 (半角) 

情報源略称 テキスト型 255 文字 (半角) 

情報源副名 テキスト型 255 文字 (半角) 

情報源巻 テキスト型 255 文字 (半角) 

情報源頁 テキスト型 255 文字 (半角) 

情報源年(最新出典) 数値型 整数型 

情報源_備考 テキスト型 255 文字 (半角) 

出典（子文献） メモ型  

子文献の年(最新出典) 数値型 整数型 

子文献_備考 テキスト型 255 文字 (半角) 

複数の評価書に同じデータがあった場合の参照先 テキスト型 255 文字 

データ有 テキスト型 10 文字 (半角) 

データ無 テキスト型 10 文字 (半角) 

未調査 テキスト型 10 文字 (半角) 
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フィールド名 データ型 データ型詳細情報 

未調査の理由 テキスト型 255 文字 (半角) 

情報提供者 テキスト型 255 文字 (半角) 

データ入力日 日付/時刻型  

データ更新日 日付/時刻型  

修正データフラグ Yes/No 型 Yes/No 

修正理由 テキスト型 255 文字 (半角) 

 

10) 発がん性データテーブル 

T_発がん性：発がん性のデータが格納されたテーブル。フィールド名とデータ型、その説明を

表2.4-11に示した。 

 

表 2.4-11 発がん性データテーブル(T_発がん性)のフィールド名とデータ型 

フィールド名 データ型 データ型詳細情報 

TableID 数値型 長整数型 

事業-エンドポイント内 DataID 数値型 整数型 

事業内物質 ID 数値型 整数型 

CAS（ハイフン無） 数値型 長整数型 

CAS テキスト型 50 文字 (半角) 

官報 No1 数値型 長整数型 

官報 No2 数値型 長整数型 

官報 No3 数値型 長整数型 

官報 No4 数値型 長整数型 

官報 No5 数値型 長整数型 

官報 No6 数値型 長整数型 

官報 No7 数値型 長整数型 

官報 No8 数値型 長整数型 

官報 No9 数値型 長整数型 

官報 No10 数値型 長整数型 

物質名称（英名） メモ型  

物質名称（和名） メモ型  

官報公示名称 メモ型  

広報公表名称 メモ型  

被験物質名称(英名) メモ型  

被験物質名称(和名) メモ型  

対象物質と被験物質の差異(同じ・異なる) テキスト型 255 文字 (半角) 

事業 ID テキスト型 50 文字 (半角) 

事業年度 数値型 整数型 

既存点検物質（候補）ID テキスト型 50 文字 (半角) 

項目名称 テキスト型 255 文字 (半角) 

List 数値型 整数型 

被験物質純度(記号) テキスト型 255 文字 (半角) 

被験物質純度(数値 1) 数値型 倍精度浮動小数点型 

被験物質純度(数値 2) 数値型 倍精度浮動小数点型 

被験物質純度(数値 3) 数値型 倍精度浮動小数点型 

被験物質純度(単位) テキスト型 255 文字 (半角) 
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フィールド名 データ型 データ型詳細情報 

備考_被験物質純度 テキスト型 255 文字 (半角) 

試験方法(GuidelineNo.等) テキスト型 255 文字 (半角) 

GLP（はい・いいえ） テキスト型 255 文字 (半角) 

種 テキスト型 255 文字 (半角) 

系統 テキスト型 255 文字 (半角) 

性別（ND/雄/雌） テキスト型 255 文字 (半角) 

匹数/群 テキスト型 255 文字 (半角) 

週齢/月齢（年齢） テキスト型 255 文字 (半角) 

投与経路 テキスト型 255 文字 (半角) 

投与量（濃度） メモ型  

用量(単位） テキスト型 255 文字 (半角) 

投与期間(記号) テキスト型 255 文字 (半角) 

投与期間(数値 1) 数値型 倍精度浮動小数点型 

投与期間(数値 2) 数値型 倍精度浮動小数点型 

投与期間(単位) テキスト型 255 文字 (半角) 

投与期間_他表現 メモ型  

投与頻度 テキスト型 255 文字 (半角) 

その他特別な試験条件影響 メモ型  

影響の種類 メモ型  

用量-反応関係 テキスト型 255 文字 (半角) 

NO(A)EL または LO(A)EL テキスト型 255 文字 (半角) 

NO(A)EL または LO(A)EL(記号) テキスト型 255 文字 (半角) 

NO(A)EL または LO(A)EL(値) 数値型 倍精度浮動小数点型 

NO(A)EL または LO(A)EL(単位) テキスト型 255 文字 (半角) 

NO(A)EL または LO(A)EL(エンドポイント) テキスト型 255 文字 (半角) 

NO(A)EL または LO(A)EL の推定根拠 テキスト型 255 文字 (半角) 

その他 1（発がん発生率） メモ型  

その他 2(発がん分類・発がんクラス) メモ型  

その他 3（発がん性の根拠の有無の判断)根拠なし/根

拠あり/根拠不十分 
テキスト型 255 文字 (半角) 

その他 4（閾値の有無の判断、UR、SF) テキスト型 255 文字 (半角) 

情報源でキースタディとして採用 テキスト型 255 文字 (半角) 

Klimisch コード テキスト型 255 文字 (半角) 

備考 メモ型  

信頼性の有無_事業内 テキスト型 255 文字 (半角) 

信頼性の判断根拠_事業内 テキスト型 255 文字 (半角) 

信頼性の有無 テキスト型 255 文字 (半角) 

信頼性の判断根拠 テキスト型 255 文字 (半角) 

複数の評価書に同じデータがあった場合の参照先 テキスト型 255 文字 (半角) 

情報源略称 テキスト型 255 文字 (半角) 

情報源副名 テキスト型 255 文字 (半角) 

情報源巻 テキスト型 255 文字 (半角) 

情報源頁 テキスト型 255 文字 (半角) 

情報源年(最新出典) 数値型 整数型 

情報源_備考 テキスト型 255 文字 (半角) 

出典（子文献） メモ型  

子文献の年(最新出典) 数値型 整数型 

子文献_備考 テキスト型 255 文字 (半角) 
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フィールド名 データ型 データ型詳細情報 

複数の評価書に同じデータがあった場合の参照先 テキスト型 255 文字 (半角) 

データ有 テキスト型 10 文字 (半角) 

データ無 テキスト型 10 文字 (半角) 

未調査 テキスト型 10 文字 (半角) 

未調査の理由 テキスト型 255 文字 (半角) 

情報提供者 テキスト型 255 文字 (半角) 

データ入力日 日付/時刻型  

データ更新日 日付/時刻型  

修正データフラグ Yes/No 型 Yes/No 

修正理由 テキスト型 255 文字 (半角) 

 

 

11) 生態毒性データテーブル 

T_生態毒性：魚類/短期、魚類/長期、無脊椎動物/短期、無脊椎動物/長期、水生藻類と藍色細菌

のデータが格納されたテーブル。フィールド名とデータ型、その説明を表2.4-12に示した。 

 

表 2.4-12 生態毒性データテーブル(T_生態毒性)のフィールド名とデータ型 

フィールド名 データ型 データ型詳細情報 

TableID 数値型 長整数型 

事業-エンドポイント内 DataID 数値型 整数型 

事業内物質 ID 数値型 整数型 

CAS（ハイフン無） 数値型 長整数型 

CAS テキスト型 50 文字 (半角) 

官報 No1 数値型 長整数型 

官報 No2 数値型 長整数型 

官報 No3 数値型 長整数型 

官報 No4 数値型 長整数型 

官報 No5 数値型 長整数型 

官報 No6 数値型 長整数型 

官報 No7 数値型 長整数型 

官報 No8 数値型 長整数型 

官報 No9 数値型 長整数型 

官報 No10 数値型 長整数型 

物質名称（英名） メモ型   

物質名称（和名） メモ型   

官報公示名称 メモ型   

広報公表名称 メモ型   

被験物質名称(英名) メモ型   

被験物質名称(和名) メモ型   

対象物質と被験物質の差異(同じ・異なる) テキスト型 255 文字 (半角) 

事業 ID 数値型 50 文字 (半角) 

事業年度 数値型 整数型 

既存点検候補物質 ID テキスト型 50 文字 (半角) 

項目名称 テキスト型 255 文字 (半角) 
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フィールド名 データ型 データ型詳細情報 

List 数値型 整数型 

被験物質純度(記号) テキスト型 255 文字 (半角) 

被験物質純度(数値 1) 数値型 倍精度浮動小数点型 

被験物質純度(数値 2) 数値型 倍精度浮動小数点型 

被験物質純度(数値 3) 数値型 倍精度浮動小数点型 

被験物質純度(単位) テキスト型 255 文字 (半角) 

備考_被験物質純度 テキスト型 255 文字 (半角) 

試験方法 メモ型   

GLP（はい・いいえ） テキスト型 255 文字 (半角) 

生物種（学名） テキスト型 255 文字 (半角) 

生物種（一般名） テキスト型 255 文字 (半角) 

齢 テキスト型 255 文字 (半角) 

体長 テキスト型 255 文字 (半角) 

体重 テキスト型 255 文字 (半角) 

成長段階 テキスト型 255 文字 (半角) 

馴化 テキスト型 255 文字 (半角) 

給餌 (有・無) テキスト型 255 文字 (半角) 

暴露方法 テキスト型 255 文字 (半角) 

開放系/閉鎖系 テキスト型 255 文字 (半角) 

試験期間（暴露期間）(記号) テキスト型 255 文字 (半角) 

試験期間（暴露期間）(数値 1) 数値型 倍精度浮動小数点型 

試験期間（暴露期間）(数値 2) 数値型 倍精度浮動小数点型 

試験期間（暴露期間）(単位) テキスト型 255 文字 (半角) 

備考_試験期間（暴露期間） テキスト型 255 文字 (半角) 

試験液分析の有無 テキスト型 255 文字 (半角) 

測定頻度 テキスト型 255 文字 (半角) 

供試数 テキスト型 255 文字 (半角) 

試験濃度（濃度段階と公比） テキスト型 255 文字 (半角) 

助剤使用(はい・いいえ) テキスト型 255 文字 (半角) 

助剤の種類等 テキスト型 255 文字 (半角) 

WAF（Water-accommodated fraction)・WSF（Water-soluble 

fraction) 
テキスト型 255 文字 (半角) 

温度(水温） テキスト型 255 文字 (半角) 

試験場所(室内・屋外） テキスト型 255 文字 (半角) 

試験用水 テキスト型 255 文字 (半角) 

硬度 テキスト型 255 文字 (半角) 

ｱﾙｶﾘ度 テキスト型 255 文字 (半角) 

溶存酸素量 テキスト型 255 文字 (半角) 

ｐH テキスト型 255 文字 (半角) 

塩分 テキスト型 255 文字 (半角) 

エンドポイントの時間 テキスト型 255 文字 (半角) 

エンドポイント テキスト型 255 文字 (半角) 

影響内容 テキスト型 255 文字 (半角) 

毒性値（記号） テキスト型 255 文字 (半角) 

毒性値 1 数値型 倍精度浮動小数点型 

毒性値 2 数値型 倍精度浮動小数点型 

95% 信頼区間 テキスト型 255 文字 (半角) 

毒性値_備考 テキスト型 255 文字 (半角) 
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フィールド名 データ型 データ型詳細情報 

毒性値(実測・設定) テキスト型 255 文字 (半角) 

毒性値（単位） テキスト型 255 文字 (半角) 

水溶解度(記号) テキスト型 255 文字 (半角) 

水溶解度(数値 1) 数値型 倍精度浮動小数点型 

水溶解度(数値 2) 数値型 倍精度浮動小数点型 

水溶解度(単位) テキスト型 255 文字 (半角) 

水溶解度測定温度 数値型 倍精度浮動小数点型 

水溶解度測定温度(単位) テキスト型 255 文字 (半角) 

水溶解度(実測・設定) テキスト型 255 文字 (半角) 

備考_水溶解度 テキスト型 255 文字 (半角) 

水溶解度出典(略称） テキスト型 255 文字 (半角) 

水溶解度出典(年） 数値型 整数型 

キースタディ テキスト型 255 文字 (半角) 

Klimisch テキスト型 255 文字 (半角) 

リスク警句 テキスト型 255 文字 (半角) 

備考 メモ型  

採用可能性 テキスト型 255 文字 (半角) 

採用可能性の判断根拠 テキスト型 255 文字 (半角) 

信頼性の有無（事業内判断） テキスト型 255 文字 (半角) 

信頼性の判断根拠_事業内 テキスト型 255 文字 (半角) 

信頼性の有無 テキスト型 255 文字 (半角) 

信頼性の判断根拠 テキスト型 255 文字 (半角) 

情報源略称 テキスト型 255 文字 (半角) 

情報源副名 テキスト型 255 文字 (半角) 

情報源巻 テキスト型 255 文字 (半角) 

情報源頁 テキスト型 255 文字 (半角) 

情報源年（最新出典） テキスト型 整数型 

情報源_備考 テキスト型 255 文字 (半角) 

出典（子文献） メモ型   

子文献の年(最新出典） テキスト型 整数型 

子文献_備考 テキスト型 整数型 

複数の評価書に同じデータがあった場合の参照先 テキスト型 255 文字 

データ有 テキスト型 10 文字 (半角) 

データ無 テキスト型 10 文字 (半角) 

未調査 テキスト型 10 文字 (半角) 

未調査の理由 テキスト型 255 文字 (半角) 

情報提供者 テキスト型 255 文字 (半角) 

データ入力日 日付/時刻型   

データ更新日 日付/時刻型   

修正データフラグ Yes/No 型  

修正理由 テキスト型 255 文字 (半角) 

 

 

12) 生物濃縮性データテーブル 

T_生物濃縮性：水生動物の生物濃縮性(BCF)のデータが格納されたテーブル。フィールド名とデ

ータ型、その説明を表2.4-13に示した。 
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表 2.4-13 生物濃縮性データテーブル(T_生物濃縮性)のフィールド名とデータ型 

フィールド名 データ型 データ型詳細情報 

TableID 数値型 長整数型 

事業-エンドポイント内 DataID 数値型 整数型 

事業内物質 ID 数値型 整数型 

CAS（ハイフン無） 数値型 長整数型 

CAS テキスト型 255 文字 (半角) 

官報 No1 数値型 長整数型 

官報 No2 数値型 長整数型 

官報 No3 数値型 長整数型 

官報 No4 数値型 長整数型 

官報 No5 数値型 長整数型 

官報 No6 数値型 長整数型 

官報 No7 数値型 長整数型 

官報 No8 数値型 長整数型 

官報 No9 数値型 長整数型 

官報 No10 数値型 長整数型 

物質名称（英名） メモ型  

物質名称（和名） メモ型  

官報公示名称 メモ型  

広報公表名称 メモ型  

被験物質名称(英名) メモ型  

被験物質名称(和名) メモ型  

対象物質と被験物質の差異(同じ・異なる) テキスト型 255 文字 (半角) 

事業 ID テキスト型 50 文字 (半角) 

事業年度 数値型 整数型 

既存点検物質（候補）ID テキスト型 50 文字 (半角) 

項目名称 テキスト型 255 文字 (半角) 

List 数値型 整数型 

被験物質純度(記号) テキスト型 255 文字 (半角) 

被験物質純度(数値 1) 数値型 倍精度浮動小数点型 

被験物質純度(数値 2) 数値型 倍精度浮動小数点型 

被験物質純度(数値 3) 数値型 倍精度浮動小数点型 

被験物質純度(単位) テキスト型 255 文字 (半角) 

備考_被験物質純度等 テキスト型 255 文字 (半角) 

生物濃縮性（記号） テキスト型 255 文字 (半角) 

生物濃縮性値 1 数値型 倍精度浮動小数点型 

生物濃縮性値 2 数値型 倍精度浮動小数点型 

生物濃縮性（単位） テキスト型 255 文字 (半角) 

生物濃縮性（実測/推計） テキスト型 255 文字 (半角) 

温度(記号) テキスト型 255 文字 (半角) 

温度(数値 1) 数値型 倍精度浮動小数点型 

温度(数値 2) 数値型 倍精度浮動小数点型 

温度(単位) テキスト型 255 文字 (半角) 

温度(備考) テキスト型 255 文字 (半角) 

pH テキスト型 255 文字 (半角) 

生物種 テキスト型 255 文字 (半角) 
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フィールド名 データ型 データ型詳細情報 

試験期間(記号) テキスト型 255 文字 (半角) 

試験期間(数値 1) 数値型 倍精度浮動小数点型 

試験期間(数値 2) 数値型 倍精度浮動小数点型 

試験期間(単位) テキスト型 255 文字 (半角) 

試験期間(備考) テキスト型 255 文字 (半角) 

脂質含量（％） テキスト型 255 文字 (半角) 

分解（有・無・不明） テキスト型 255 文字 (半角) 

備考_分解 テキスト型 255 文字 (半角) 

試験方法(Guideline No.等) テキスト型 255 文字 (半角) 

GLP（はい・いいえ） テキスト型 255 文字 (半角) 

備考 メモ型  

信頼性の有無(事業内判断) テキスト型 255 文字 (半角) 

信頼性の判断根拠_事業内 テキスト型 255 文字 (半角) 

信頼性の有無 テキスト型 255 文字 (半角) 

信頼性の判断根拠 テキスト型 255 文字 (半角) 

情報源略称 テキスト型 255 文字 (半角) 

情報源副名 テキスト型 255 文字 (半角) 

情報源巻 テキスト型 255 文字 (半角) 

情報源年(最新出典) 数値型 整数型 

情報源_備考 テキスト型 255 文字 (半角) 

出典（子文献） メモ型  

子文献の年(最新出典) 数値型 整数型 

子文献_備考 テキスト型 255 文字 (半角) 

データ有 テキスト型 10 文字 (半角) 

データ無 テキスト型 10 文字 (半角) 

未調査 テキスト型 10 文字 (半角) 

未調査の理由 テキスト型 255 文字 (半角) 

情報提供者 テキスト型 255 文字 (半角) 

データ入力日 日付/時刻型  

データ更新日 日付/時刻型  

修正データフラグ Yes/No 型 Yes/No 

修正理由 テキスト型 255 文字 (半角) 

 

 

13) 生分解性データテーブル 

T_生分解性：水中での生分解のスクリーニング試験のデータが格納されたテーブル。フィール

ド名とデータ型、その説明を表2.4-14に示した。 

 

表 2.4-14 生分解性データテーブル(T_生分解性)のフィールド名とデータ型 

フィールド名 データ型 データ型詳細情報 

TableID 数値型 長整数型 

事業-エンドポイント内 DataID 数値型 整数型 

事業内物質 ID 数値型 整数型 

CAS（ハイフン無） 数値型 長整数型 
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フィールド名 データ型 データ型詳細情報 

CAS テキスト型 255 文字 (半角) 

官報 No1 数値型 長整数型 

官報 No2 数値型 長整数型 

官報 No3 数値型 長整数型 

官報 No4 数値型 長整数型 

官報 No5 数値型 長整数型 

官報 No6 数値型 長整数型 

官報 No7 数値型 長整数型 

官報 No8 数値型 長整数型 

官報 No9 数値型 長整数型 

官報 No10 数値型 長整数型 

物質名称 (英名) メモ型  

物質名称（和名） メモ型  

官報公示名称 メモ型  

広報公表名称 メモ型  

被験物質名(和名) メモ型  

被験物質名称(和名) メモ型  

対象物質と被験物質の差異(同じ・異なる) テキスト型 255 文字 (半角) 

事業 ID テキスト型 50 文字 (半角) 

事業年 数値型 整数型 

既存点検物質（候補）ID テキスト型 50 文字 (半角) 

項目名称 テキスト型 255 文字 (半角) 

List 数値型 整数型 

被験物質純度(記号) テキスト型 255 文字 (半角) 

被験物質純度(数値 1) 数値型 倍精度浮動小数点型 

被験物質純度(数値 2) 数値型 倍精度浮動小数点型 

被験物質純度(数値 3) 数値型 倍精度浮動小数点型 

被験物質純度(単位) テキスト型 255 文字 (半角) 

備考_被験物質純度 テキスト型 255 文字 (半角) 

生分解性（記号） テキスト型 255 文字 (半角) 

生分解性値 1 数値型 倍精度浮動小数点型 

生分解性値 2 数値型 倍精度浮動小数点型 

生分解性単位 1 テキスト型 255 文字 (半角) 

生分解性単位 2 テキスト型 255 文字 (半角) 

生分解性（実測/推計） テキスト型 255 文字 (半角) 

温度(数値 1) 数値型 倍精度浮動小数点型 

温度(数値 2) 数値型 倍精度浮動小数点型 

温度(単位) テキスト型 255 文字 (半角) 

pH テキスト型 255 文字 (半角) 

好気性/嫌気性 テキスト型 255 文字 (半角) 

生分解性判定 テキスト型 255 文字 (半角) 

分解生成物 テキスト型 255 文字 (半角) 

半減期(数値 1) 数値型 倍精度浮動小数点型 

半減期(数値 2) 数値型 倍精度浮動小数点型 

半減期(単位) テキスト型 255 文字 (半角) 

半減期(備考) テキスト型 255 文字 (半角) 

検出法 テキスト型 255 文字 (半角) 

試験期間(記号) テキスト型 255 文字 (半角) 
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フィールド名 データ型 データ型詳細情報 

試験期間(数値 1) 数値型 倍精度浮動小数点型 

試験期間(数値 2) 数値型 倍精度浮動小数点型 

試験期間(単位) テキスト型 255 文字 (半角) 

試験期間(備考) テキスト型 255 文字 (半角) 

試験物質濃度(記号) テキスト型 255 文字 (半角) 

試験物質濃度(数値 1) 数値型 倍精度浮動小数点型 

試験物質濃度(数値 2) 数値型 倍精度浮動小数点型 

試験物質濃度(単位) テキスト型 255 文字 (半角) 

試験物質濃度(備考) テキスト型 255 文字 (半角) 

微生物源 テキスト型 255 文字 (半角) 

微生物濃度(記号) テキスト型 255 文字 (半角) 

微生物濃度(数値 1) 数値型 倍精度浮動小数点型 

微生物濃度(数値 2) 数値型 倍精度浮動小数点型 

微生物濃度(単位) テキスト型 255 文字 (半角) 

微生物濃度(備考) テキスト型 255 文字 (半角) 

馴化/未馴化 テキスト型 255 文字 (半角) 

試験方法(Guideline No.等) テキスト型 255 文字 (半角) 

GLP（はい・いいえ） テキスト型 255 文字 (半角) 

備考 メモ型  

信頼性の有無_事業内 テキスト型 255 文字 (半角) 

信頼性の判断根拠_事業内 テキスト型 255 文字 (半角) 

信頼性の有無 テキスト型 255 文字 (半角) 

信頼性の判断根拠 テキスト型 255 文字 (半角) 

情報源略称 テキスト型 255 文字 (半角) 

情報源副名 テキスト型 255 文字 (半角) 

情報源巻 テキスト型 255 文字 (半角) 

情報源年(最新出典) 数値型 整数型 

情報源_備考 テキスト型 255 文字 (半角) 

出典（子文献） メモ型  

子文献の年(最新出典) 数値型 整数型 

データ有 テキスト型 10 文字 (半角) 

データ無 テキスト型 10 文字 (半角) 

未調査 テキスト型 10 文字 (半角) 

未調査の理由 テキスト型 255 文字 (半角) 

情報提供者 テキスト型 255 文字 (半角) 

データ入力日 日付/時刻型  

データ更新日 日付/時刻型  

修正データフラグ Yes/No 型 Yes/No 

修正理由 テキスト型 255 文字 (半角) 

 

 

14) 物理化学的性状データテーブル 

T_物理化学的性状：沸点、融点、ｵｸﾀﾉｰﾙ/水分配係数、蒸気圧、ヘンリー定数、水溶解度、加水

分解性、解離定数、土壌吸着係数のデータが格納されたテーブル。フィールド名とデータ型、そ
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の説明を表2.4-15に示した。 

 

表 2.4-15 物理化学的性状データテーブル(T_物化性状)のフィールド名とデータ型 

フィールド名 データ型 データ型詳細情報 

TableID 数値型 長整数型 

事業-エンドポイント内 DataID 数値型 整数型 

事業内物質 ID 数値型 整数型 

CAS（ハイフン無） 数値型 長整数型 

CAS テキスト型 50 文字 (半角) 

官報 No1 数値型 長整数型 

官報 No2 数値型 長整数型 

官報 No3 数値型 長整数型 

官報 No4 数値型 長整数型 

官報 No5 数値型 長整数型 

官報 No6 数値型 長整数型 

官報 No7 数値型 長整数型 

官報 No8 数値型 長整数型 

官報 No9 数値型 長整数型 

官報 No10 数値型 長整数型 

物質名称（英名） メモ型  

物質名称（和名） メモ型  

官報公示名称 メモ型  

広報公表名称 メモ型  

被験物質名称(英名) メモ型  

被験物質名称(和名) メモ型  

対象物質と被験物質の差異(同じ・異なる) テキスト型 255 文字 (半角) 

事業 ID テキスト型 50 文字 (半角) 

事業年 数値型 整数型 

既存点検物質（候補）ID テキスト型 50 文字 (半角) 

項目名称 テキスト型 255 文字 (半角) 

List 数値型 整数型 

被験物質純度(記号) テキスト型 255 文字 (半角) 

被験物質純度(数値 1) 数値型 倍精度浮動小数点型 

被験物質純度(数値 2) 数値型 倍精度浮動小数点型 

被験物質純度(数値 3) 数値型 倍精度浮動小数点型 

被験物質純度(単位) テキスト型 255 文字 (半角) 

備考_被験物質純度 テキスト型 255 文字 (半角) 

記号 テキスト型 255 文字 (半角) 

物性値 1 数値型 倍精度浮動小数点型 

物性値 2 数値型 倍精度浮動小数点型 

値_備考 テキスト型 255 文字 (半角) 

単位 テキスト型 255 文字 (半角) 

実測・推計 テキスト型 255 文字 (半角) 

温度(記号) テキスト型 255 文字 (半角) 

温度(数値 1) 数値型 倍精度浮動小数点型 

温度(数値 2) 数値型 倍精度浮動小数点型 

温度(単位) テキスト型 255 文字 (半角) 
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フィールド名 データ型 データ型詳細情報 

温度(備考) テキスト型 255 文字 (半角) 

pH テキスト型 255 文字 (半角) 

気圧(記号) テキスト型 255 文字 (半角) 

気圧(数値 1) 数値型 倍精度浮動小数点型 

気圧(数値 2) 数値型 倍精度浮動小数点型 

気圧(単位) テキスト型 255 文字 (半角) 

備考_気圧 テキスト型 255 文字 (半角) 

分解（有・無・不明） テキスト型 255 文字 (半角) 

備考_分解 テキスト型 255 文字 (半角) 

試験方法(Guideline No.等) テキスト型 255 文字 (半角) 

GLP（はい・いいえ） テキスト型 255 文字 (半角) 

備考 メモ型  

信頼性の有無（事業内判断） テキスト型 255 文字 (半角) 

信頼性の判断根拠_事業内 テキスト型 255 文字 (半角) 

信頼性の有無 テキスト型 255 文字 (半角) 

信頼性の判断根拠 テキスト型 255 文字 (半角) 

情報源略称 テキスト型 255 文字 (半角) 

情報源副名 テキスト型 255 文字 (半角) 

情報源巻 テキスト型 255 文字 (半角) 

情報源年(最新出典) 数値型 整数型 

情報源_備考 テキスト型 255 文字 (半角) 

出典（子文献） メモ型  

子文献の年(最新出典) 数値型 整数型 

データ有 テキスト型 10 文字 (半角) 

データ無 テキスト型 10 文字 (半角) 

未調査 テキスト型 10 文字 (半角) 

未調査の理由 テキスト型 255 文字 (半角) 

データ入力日 日付/時刻型  

データ更新日 日付/時刻型  

修正データフラグ Yes/No 型  

修正理由 テキスト型 255 文字 (半角) 

 

 

2.4.10 化学物質性状データ管理ツールで用いているクエリ 

本事業では星取り表の作成機能が求められている。星取り表の集計には、例えば、複数のエン

ドポイントの表の中の情報からデータの有るものだけを抽出し、それをエンドポイント別に集計

する必要があるため、クエリの利用が必須である。クエリは、元のテーブルデータから特定の処

理（抽出、選択、集計など）を SQL 文で指定することにより必要なテーブルを表示させる、いわ

ば問い合わせ（命令）である。実際の操作ではクエリをクリックするとテーブルが表示されるが、

これは SQL 文の情報によって表示されているだけである。従って、クエリの利用はシステムの容

量をあまり消費しないメリットがある。 

化学物質性状データ管理ツールのクエリは 26 クエリ作成した(図 2.4-17)。 
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CAS毎にエンドポイント毎のデータ有のデータ

をクロス集計するクエリ（命令） 

・・・・・ 

CAS別にクロス集計された各エンドポイントのデ

ータ有のデータをエンドポイントをフィールド名

にした総合クロス集計表とするクエリ（命令） 

星取り表1が集計される 

 

 

 

 

 a. 星取り表2)の集計に関わる各種クエリの仕組み

 

他のエンドポイントも同様なクエリを用意  

・・・・・ 
 

①データ有のデータのみを抽出

するためのクエリ（命令） 
 ・・・・・ 

 ②上記で抽出されたデータに対し、星取り表

2)で必要なフィールドのみを抽出する命令 

 

 ①と②のクエリで抽出したデータの全エンドポイント

が一つのテーブルとして結合 
星取り表2が集計される  

 b. 星取り表2)の集計に関わる各種クエリの仕組み 

図 2.4- 17  MSAccess の管理ツールにおけるクエリのファイル構成と概念 
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1)データが有るレコードのみを抽出するクエリ 

 各々のエンドポイントのテーブルからデータが有るレコードのみを抽出するクエリを作成し

た。クエリ名は下記の通り。これらのクエリは星取り表 2) 専用である。 

・Q_データ有_反復・毒性 

・Q_データ有_生殖・発生 

・Q_データ有_遺伝毒性 

・Q_データ有_発がん性 

・Q_データ有_生態毒性 

・Q_データ有_生物濃縮性 

・Q_データ有_生分解性 

・Q_データ有_物理化学的性状 

 

2)エンドポイント別にデータが有る物質をカウントするクエリ  

各々のエンドポイントのテーブルにおいて、表頭に項目名称（エンドポイント名を指す）、表側

に CAS（ハイフン無）、CAS、事業 ID の要領（表 2.4-16）でクロス集計を計算するクエリを作成

した。 

表 2.4-16  集計クエリを作成するためのフィールド 

CAS(ハイフン

無) 
CAS 事業 ID 項目名称 1 項目名称 2 

CAS(ハイフン

無)データ 
CAS デ

ータ 
事業 ID
データ 

データ有のカウント 

・ 
・ 

・ 
・ 

・ 
・ 

・ 
・ 

                   ↑黄枠部分が、集計計算される箇所 

 

クエリ名は下記の通り。これらのクエリは星取り表 1)専用である。 

・Q_反復・毒性のクロス集計 
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・Q_生殖・発生のクロス集計 

・Q_遺伝毒性のクロス集計 

・Q_発がん性のクロス集計 

・Q_生態毒性のクロス集計 

・Q_生物濃縮性のクロス集計 

・Q_生分解性のクロス集計 

・Q_物理化学的性状のクロス集計 

 

3)データが有る物質のデータのみを抽出するクエリ 

各々のエンドポイントのテーブルから CAS（ハイフン無）、CAS、官報 No1～5、物質名称（英

名）、物質名称（和名）、官報公示名称、広報公表名称、項目名称、情報源略称、出典（子文献）、

事業 ID、事業年度、信頼性の有無のフィールドデータを選択クエリで抽出するクエリを作成した。 

クエリ名は下記の通り。これらのクエリは星取り表 2)専用である。 

・QQ_個別表用_反復・毒性 

・QQ_個別表用_生殖・発生 

・QQ_個別表用_遺伝毒性 

・QQ_個別表用_発がん性 

・QQ_個別表用_生態毒性 

・QQ_個別表用_生物濃縮性 

・QQ_個別表用_生分解性 

・QQ_個別表用_物理化学的性状 

 

4)星取り表 1)を集計するためのクエリ 
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 CAS マスタのテーブル（テーブル名：T_CAS マスタ）の CAS をキーにして、上記の 2)の全ク

エリにリレーションさせ（図 2.4-18）、上記 2) のクエリ結果であるデータ有のフィールドを全エ

ンドポイント連結させ、下記のフィールド（図 2.4-19）での集計表を求めるクエリを作成した。

クエリ名は、QQ_有害性情報有 EP 別一覧 T とした。 

 

図 2.4-18  星取り表 1)を作成するためのリレーション関係図 

 

CAS 
（ハイフン

無） 
CAS 官報 No1～5

物質名称 
（英名・和

名） 

官報公示名

称 
広報公表名称

 

反復投与毒

性(経口） 
反復投与毒

性(吸入） 
生殖毒性 発生毒性 発がん性 

遺伝毒

性：in vitro

遺伝毒

性：in 
vivo 

 

魚類/短期 
魚類/長期 

無脊椎動物/
短期 

無脊椎動物/
長期 

水生藻類と

藍色細菌 

 

生物濃縮

性：水生動物

（BCF) 

水中での生

分解：スクリ

ーニング試

験 
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沸点 融点 
ｵｸﾀﾉｰﾙ/水
分配係数 

ヘンリ

ー定数 

加水

分解

性 

解離

定数 
蒸気

圧 
水溶解

度 
土壌吸着

係数 

 

図 2.4-19 星取り表 1)に示されるフィールド 

 

5)星取り表 2)を集計するためのクエリ 

 上記の 3) で作成したクエリは、3)で指定した共通フィールドで構成されたテーブルとして表示

されるクエリであるが、これをユニオンクエリで連結することで、星取り表 2)（下記のフィール

ド（図 2.4-20））が作成されるクエリとした。 

クエリ名は、QQQ_有害性情報有個別一覧 T とした。 

 

CAS 
（ハイフン

無） 
CAS 官報 No1～5

物質名称 
（英名・和

名） 

官報公示名

称 
広報公表名称

 

項目名称 情報源略称 出典（子文献） 事業 ID 事業年度 信頼性の有無 

 

図 2.4-20 星取り表 2)に示されるフィールド 

 

2.4.11 化学物質性状データ管理ツール上のマクロ 

図 2.4-21 に管理ツールにおけるマクロの一覧を示す。 
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図 2.4-21  管理ツールにおけるマクロ（一覧） 

 

1) AutoExec 

 「AutoExec」マクロのアクションとアクションの引数を図 2.4-22 に示した。 

 

図 2.4-22  管理ツールにおけるマクロ（AutoExec） 

 

2) mc_ツールの終了 
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 「mc_ツールの終了」マクロのアクションとアクションの引数を図 2.4-23 に示した。 

 

図 2.4-23  管理ツールにおけるマクロ（mc_ツールの終了） 

 

3) mc_メインメニュー開く 

 「mc_メインメニュー開く」マクロのアクションとアクションの引数を図 2.4-24 に示した。 

 

図 2.4-24  管理ツールにおけるマクロ（mc_メインメニュー開く） 
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図 2.4-24  （続き）管理ツールにおけるマクロ（mc_メインメニュー開く） 

 

4) mc_遺伝入力 

 「mc_遺伝入力」マクロのアクションとアクションの引数を図 2.4-25 に示した。 

 

図 2.4-25 管理ツールにおけるマクロ（mc_遺伝入力） 

 

5) mc_星取り表 1 作成 

 「mc_星取り表 1 作成」マクロのアクションとアクションの引数を図 2.4-26 に示した。 
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図 2.4-26 管理ツールにおけるマクロ（mc_星取り表 1 作成） 

 

6) mc_星取り表 2 作成 

 「mc_星取り表 2 作成」マクロのアクションとアクションの引数を図 2.4-27 に示した。 

 

 

図 2.4-27 管理ツールにおけるマクロ（mc_星取り表 2 作成） 

 

7) mc_星取り表フォームへ 
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 「mc_星取り表フォームへ」マクロのアクションとアクションの引数を図 2.4-28 に示した。 

 

 

図 2.4-28 管理ツールにおけるマクロ（mc_星取り表フォームへ） 

 

8) mc_生殖発生入力 

 「mc_生殖発生入力」マクロのアクションとアクションの引数を図 2.4-29 に示した。 

 

図 2.4-29 管理ツールにおけるマクロ（mc_生殖発生入力） 
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9) mc_生態入力 

 「mc_生態入力」マクロのアクションとアクションの引数を図 2.4-30 に示した。 

 

 

図 2.4-30 管理ツールにおけるマクロ（mc_生態入力） 

 

10) mc_生物濃縮性入力 

 「mc_生物濃縮性入力」マクロのアクションとアクションの引数を図 2.4-31 に示した。 
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図 2.4-31 管理ツールにおけるマクロ（mc_生分解性入力） 

 

11) mc_生分解性入力 

 「mc_生分解性入力」マクロのアクションとアクションの引数を図 2.4-32 に示した。 

 

図 2.4-32 管理ツールにおけるマクロ（mc_抽出フォームへ） 

 

12) mc_抽出フォームへ 

 「mc_抽出フォームへ」マクロのアクションとアクションの引数を図 2.4-33 に示した。 
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図 2.4-33  管理ツールにおけるマクロ（mc_生物濃縮性入力） 

 

13) mc_発がん性入力 

 「mc_発がん性入力」マクロのアクションとアクションの引数を図 2.4-34 に示した。 

 

図 2.4-34  管理ツールにおけるマクロ（mc_発がん性入力） 
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14) mc_反復入力 

 「mc_反復入力」マクロのアクションとアクションの引数を図 2.4-35 に示した。 

 

図 2.4-35  管理ツールにおけるマクロ（mc_反復入力） 

 

15) mc_物理化学的性状入力 

 「mc_物理化学的性状入力」マクロのアクションとアクションの引数を図 2.4-36 に示した。 

 

 
図 2.4-36  管理ツールにおけるマクロ（mc_物理化学的性状入力） 
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2.4.12 化学物質性状データ管理ツールの機能のまとめと今後の課題 

 本事業で作成できた機能と事業後に検討すべき事項について表 2.4- 17 に示す。 

 

表 2.4-17 管理ツールの機能と実施内容 

機能 本年度実施内容 今後の課題 

入力・修正について

の機能 
入力フォーム（単票形式）の作成 - 

  

修正フォーム（帳票形式）の作成 
⇒修正したいデータに検索（事業名、CAS、
エンドポイント等）で行き当たるようにす

る 

- 

今事業で扱う位のフィールド数の

データベースでは、今後新たにデー

タを増やし、データの抽出・集計機

能を十分なものにするためには、物

質同定のロジック、すなわち、CAS
と官報Noや名称などを辞書的に結

びつけるロジックを確立する必要

がある。管理ツールのデータのリレ

ーションはまず、そのロジックを利

用するところからさらなる開発を

すべきと思われる。 

検索・抽出について

の機能 
事業名、エンドポイント、項目等による

AND 検索により、抽出 

検索結果は表形式、その中の１物質を単票

でみることも可 
- 

現状では、データベース内の全デー

タに対してデータの有るものを集

計する機能に限定している。ユーザ

ーによる星取り表のカスタマイズ

機能があることが望ましい。 

データ保有状況の一覧化（星取り表）は

CAS 毎の事業×エンドポイントの一覧。 

出力 
  

集計。現状では、あるエンドポイントには

データがなくとも物質同定部分（少なくと

も TableID と CAS）が入力された状態であ

れば機能するようにした。 

集計クエリは集計対象の CAS、物

質名が集計対象のエンドポイント

にデータがなくとも全て揃ってい

ないと、全エンドポイントに統一部

分の物質に対してしか集計ができ

ない。これをピボットテーブル等の

機能をプログラムに組み込むこと

で対応することが望ましい。 

Excel テーブルデー

タのインポート 

管理ツールインポート用のフォーマット

に完全に則ったデータである条件でれば、

Accessの最終行から貼り付けることができ

る。（Access にあるインポート機能を用い

ると Excel テーブルに 255 文字以上のデー

タがあると、255 文字以上をエラー表示も

せずに、消失した形でインポートされてし

まうが、本ツールの最終行からの貼り付け

・Access は数値型、文字型などが明

確に決定され、データベースとなっ

ている。これに対し、Excel は、見

た目上、数値、文字に問題がなくと

も Access 側のデータベースのデー

タ型として認識してくれないこと

が少なくない。インポートする前の

データ型を Access 側にあわせるソ

 82



 

機能 本年度実施内容 今後の課題 

であればこの問題は起こらない。） フト等の開発が必要と考えられる。

（問題点の例、元の数値データにマ

イナスでないハイフンが入力され

ている、セル内の文字数、文字種が

様々） 
修正した履歴は増加していくと、元

テーブルのデータテーブル部分が

巨大化しやすい問題がある。修正デ

ータは元データテーブルからは修

正後消去され、別テーブルに保管さ

れる仕組みの方が望ましいと考え

られる。 

履歴管理 
各エンドポイントの最終フィールドに修

正者が修正したいデータをコピーし、そこ

に修正をかける方式。 

 

今後の事業に関わる課題としては、現状で入力されているデータに関して専門的な用語の統一

がされていないため、これを統一してデータの抽出が確実にできるように各エンドポイントの専

門家とデータベース作成者が連携して作業する必要がある。この統一作業は、専門用語は多い上、

データベース上の文字型や文字数の制限などの問題がある。エンドポイントの専門家がデータベ

ース上の情報を把握し、データベース作成担当者がエンドポイントの知識を必要とする。そのた

め、慎重に実施する必要がある。  
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3. 成果物 

各対象物質（①文献調査等による情報収集・整備：454 物質、②国等が収集した情報の集約・

整備：861 物質、③評価に使える状態にない情報の整備：177 物質、④評価に使える状態にない情

報の整備(農薬)：29 物質）について、対象とするエンドポイントに関する既存情報の有無を確認

し、情報を整理した。全情報は添付資料⑤（電子媒体のみ）に示す。 
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4. 問題点と今後の課題 

本事業を通して得られた問題点と今後の課題について以下の通り整理した。 

 

4.1 管理ツールでの運用に関するデータ整理方法について 

昨年度は、調査対象物質に関する有害性情報を調査し、調和テンプレートを参考にした整理

項目へ整理した。今年度は、「2.4 情報の維持・更新の方法の調査」において、情報の検索等が

可能となるような管理ツールを作成した。そのため、管理ツールで情報が利用できるように、

情報を整理する段階で入力方法に工夫が必要であった。以下に、情報の入力に関する課題を示

した。 

・ 管理ツールで情報が検索できるように、入力項目を「数値」だけに限定できるものは限

定し、その他の情報（不等号、単位、範囲での表示）は入力しない事とした。 

 

・ 毒性値などの数値情報で、「5.0～7.5」のような範囲による表示がなされている場合、項

目を「単位」「数値 1」「数値 2」に分割し、それぞれに「～」「5.0」「7.5」と入力した。 

 

・ 「情報を最新の状態に維持又は更新する」ための方法として、情報源の発行年度を明確

にしたが、情報源によっては発行年度が不明のものがあり、その場合には情報源の年度

は空欄とした。 

 

・ 出典（子文献）に関しては、著者名・書誌情報・タイトル・発行年度を明確にしたが、

生態有害性情報の ECOTOX AQUIRE に関しては文献番号、著者及び発行年度を記載し、

出典の詳細情報が得られるように、備考欄に HP アドレスを添付した。 

 

・ Yes／No タイプの入力項目は、「1（Yes の意）」「0（No の意）」で入力していたが、1 や

0 が何を表すのかが解りにくいという事で、「はい」「いいえ」の入力、あるいは項目自

体を「データ有」と「データ無」に分ける事とした。 

 

・ 昨年度は、備考欄が１つであり、様々な項目からの情報が全て備考欄に記入され、情報

量も多くわかりにくかったため、今年は「被験物質_備考」「情報源_備考」など入力項

目に情報が全て収まりにくいものに関しては、個別に備考欄を設けた。 

 

・ 情報が得られなかった場合、昨年度は全て「ND」としたが、データベース上の問題か
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ら、情報源に「不明」「NR」等の記載があったものや情報が得られなかったものは空欄

とした。 

 

 

4.2 信頼性について 

本事業では、得られた有害性情報を信頼の有無に関わらず、広く収集した。有害性情報の採

用基準に関しては、環境省からその基準となる考え方が示され、公開されており（「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」添付）、物理化学的性状等に関する情報や人健

康影響に関する有害性情報の採用基準についても作成される見込みである。今後これらの情報

の採用基準が明確なれば、より効率的な情報収集、整理が可能になると考えられる。 

 

4.3 評価に使える状態にない情報の整理について 

今年度の事業の中で、国が実施してきた SIDS の和訳事業の成果を評価に利用できる状態に

することを目的として整理を行った。しかしながら、国が実施してきた和訳事業の成果物につ

しては不明瞭な表現や明らかに誤訳と思われる内容が散見された。現時点では完全に整理しき

れない部分も残っており、情報の有無を確認するにとどまっており、今後データを活用するた

めには、各和訳の成果物からさかのぼって確認する必要がある。 
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