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1. 事業目的 

1992 年（平成 4 年）にリオデジャネイロで開かれた国連環境開発会議（地球サミット）から 10

年を経て、行動計画アジェンダ 21 の見直しや新たに生じた課題等について議論するために 2002

年（平成 14 年）にヨハネスブルグで WSSD (持続可能な開発に関する世界首脳会議；環境サミッ

ト) が開催され、「化学物質が、人の健康と環境にもたらす著しい悪影響を最小化する方法で、使

用、生産されることを 2020 年（平成 32 年）までに達成する」という国際目標が決定された。そ

の目標を達成するため、我が国では、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律（化審法）」

の見直しが行われ、2009 年（平成 21 年）5 月に改正化審法が公布され、2010 年（平成 22 年）4

月及び 2011 年（平成 23 年）4 月の 2 段階を経て改正化審法が施行される。 

改正化審法の施行により、良分解性物質であっても、上市している全ての工業化学物質につい

て一定数量以上を製造・輸入する事業者は、その数量や用途を国に届け出ることが義務づけられ

ることになる。国は、その中から人健康に係る被害や生活環境動植物の生息等に係る被害が生ず

るおそれがあるかについて優先的に評価を行う必要があると認められる化学物質を「優先評価化

学物質」として絞込み、それらの物質を取り扱う事業者に対し必要に応じて安全性試験の実施等

を求めつつ、安全性評価を行うことになった。それらの結果、人または環境生物への影響がある

とみなされる物質については、「第 2 種特定化学物質」に指定されて、規制・管理が行われること

になる。 

以上のことを踏まえ、平成 22 年度より順次、優先評価化学物質を指定するための評価（以下「ス

クリーニング評価」という｡）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。 

本事業では、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「性状データ」

という｡）について、信頼性あるデータが適切かつ効率的に選定可能となる基準案を策定すること

を目的とする。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（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、分解性、

蓄積性に関するデータである。 

また、化審法第 31 条の 2（第 2 段階改正後は第 41 条）が定めている有害性情報の報告につい

ては、IUCLID5 の形式による有害性情報の概要報告を受け付けている。しかし、IUCLID5 形式で

有害性情報等を記載する際、自由記載項目が多々あり、情報の記載内容等が必ずしも明瞭でない

ことから、有害性情報等の報告を行う事業者の負担のみならず、報告を受け取る国の負担も懸念

されている。このような状況を踏まえると、IUCLID5 形式に記載すべき内容を的確に判断できる

ガイダンスの整備が必要不可欠であり、記載すべき有害性情報等を調査するためのガイダンス案

を作成することを目的とする。 
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2. 事業内容 

2.1 性状データの選定基準案の作成 

2.1.1  情報源の整理 

一般化学物質のスクリーニング評価等に用いる性状データ情報源は次の（ア）～（ウ）に大別

される。 

(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  

 

(ウ) 適用範囲の推定方法による定量的データ（（ア）、（イ）を除く。） 

これらのうち、文献情報等のデータは多岐に亘り、記載されている情報の質も玉石混交である。

そこで、スクリーニング評価等で使用する場合を想定して「HPV 化学物質点検マニュアル」、

「Japan-チャレンジマニュアル」、「REACH 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」及び「環境リスク初期評価ガイドライン」に記載されたデー

タ集及びデータベースの情報源について、信頼性の評価状況及びデータの記載状況等を確認し、

添付資料①-1 に整理した。 

調査対象とした性状データは、融点、沸点、蒸気圧、水溶解度、１-オクタノール/水分配係数（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）、（生）分解性、

蓄積性に関するものである。 

 

2.1.2 性状データの選定基準素案策定 

収集した性状データについては、その記述内容が国際的に認められている信頼性評価基準等に

照らして、客観的なものであるかどうかの判断、すなわち信頼性の判断が極めて重要となる。し

かしながら、信頼性判断手順及び方法については、今のところ国際的に定まったものがないのが

実情である。 

スクリーニング評価等の対象となる一般化学物質は数千にも及ぶ中、今後、国は効率的に数多

くの化学物質について情報を収集し、整理することが求められる。このため、スクリーニング評

価等に利用するデータの使用可否を判断するに際しては、原著文献を入手できない場合において

も、その信頼性を担保できることが望ましい。 

このような状況を背景として、国際機関等における信頼性判断手順及び方法を参考にしながら、

効率性の観点も視野に入れた上で、スクリーニング評価等での使用に適した選定基準素案を検討

した。 

具体的には、2.1.1 に示す情報源を含め一般化学物質のスクリーニング評価等に用いる情報とし

                                                   
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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て適切なデータが選定できるように、以下に示す 2 つの観点を基本に、性状データの選定基準の

素案としてとりまとめた。 

① 使用可否基準：スクリーニング評価等に用いることができるかどうか。 

② キースタディ選択ルール：スクリーニング評価等に用いることができるデータが複数ある場 

合、どのデータをキースタディとして採用するか。 

なお、性状データの選定基準素案策定においては、「化審法におけるスクリーニング評価手法に

ついて」2

 

等を参考にした上で検討した。 

2.1.3  選定基準素案に対する有識者等によるヒアリング及び委員会の開催 

選定基準素案については、作成担当者によるレビュー委員会を開催し、内容を検討した。次い

で、選定基準素案について一般財団法人化学物質評価研究機構（以下「CERI」という。）内の専

門家に意見を求めると共に、CERI 外部の委員 6 名の意見を聴取（ヒアリング）し、その指摘事

項に基づき、選定基準素案の修正を行った。 

さらに、産業界、有識者によって構成される委員会（参加者：約 30 名、開催回数：１回）を開

催し選定基準素案の修正を行った。 

選定基準素案に対するレビュー体制を図①-1 に示した。 

内部専門家レビュー

委員会審議用選定基準案

選定基準素案

委員 意見聴取（事前ヒアリング）

物理化学的性状データ等に関する選定基準委員会

最終案完成

委員 意見聴取（事後ヒアリング）

 

図①-1 選定基準素案に対するレビュー体制 

 

                                                   
2 平成 22 年度第 7 回薬事・食品衛生審議会薬事分科会化学物質安全対策部会化学物質調査会、化学物質審議

会安全対策部会第 2 回評価手法検討小委員会、第 104 回中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会

の合同会合（平成 22 年 10 月 8 日開催）での付属資料 
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(1) 内部専門家によるレビュー 

担当者レビュー委員会での指摘事項を修正した素案は、CERI 内の専門家（以下「内部レビュア

ー」という。）によるレビューを実施し、内容の吟味・充実を図った。表①-1 に内部レビュアーの

一覧を示す。 

 

表①-1 内部レビュアー一覧 

氏名 所属等 

矢可部 芳州 
一般財団法人化学物質評価研究機構安全性評
価技術研究所所長 

藤野 良文 
一般財団法人化学物質評価研究機構安全性評
価技術研究所 

 

(2) 委員によるヒアリング及び委員会の開催 

内部レビュー後の選定基準素案に対して、委員（6 名）による事前ヒアリングを行い、提案の

あった物化性状データについてケーススタディの検討（平均値と中間値の比較）を実施し（添付

資料①-2）、その他指摘事項の修正を行った。表①-2 にヒアリングを行った委員の一覧を示す。 

次に、産業界、外部有識者からなる委員会を開催し、選定基準素案について検討を行った。表

①-2 に委員会に出席した委員の一覧を示す。委員会では、事務局として特に検討が必要と考える

内容を「選定基準素案に関する論点メモ」添付資料①-3 として整理して委員に検討を依頼した。

当日の委員会での議事の内容は議事メモ（添付資料①-4）としてまとめた。また、委員会におい

て委員から指摘された事項への対応の詳細については添付資料①-5 に記載した。 

さらに、委員（3 名）による事後ヒアリング（表①-2）を経て、最終的に本事業の目的である

選定基準案を「物理化学的性状・分解性・蓄積性データに関する信頼性の確認と選定方法につ

いて（案）」としてとりまとめた（添付資料①-6）。なお、選定基準案に関する問題点と今後の課

題について 2.1.4 に整理した。今後の運用等も踏まえて、適宜見直しについて検討することが望

ましい。 
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表①-2 委員一覧 

氏 名 所    属 

検討会等 

第 1回 第 2回 第 3回 
事前ヒア

リング 
委員会 

事後ヒア

リング 

内田 直行 日本大学生物資源科学部海洋生物資源科学科 教授 ○ ○  

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  ○  

北野 大 明治大学理工学部応用化学科環境安全学研究室 教授 ○  ○ 

米澤  義堯 
産業技術総合研究所 安全科学研究部門 センター付 

研究員 
○ ○  

亀屋 隆志 横浜国立大学大学院環境情報研究院 准教授 ○ ○ ○ 

田中 明人 兵庫医療大学薬学部 教授  ○ ○ 

鈴木 規之 
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 
 ○  

広瀬 明彦 
国立医薬品食品衛生研究所 安全性生物試験研究セン

ター 総合評価研究室 室長 
○   

西山 直宏 花王株式会社安全評価研究所 第一研究室 室長 ○ ○  

 

2.1.4 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。 

 

① OECD テストガイドラインに準じた試験法について 

OECD テストガイドラインの他、それに準じた試験法として、OECD 調和テンプレートに記載

されている EPA 、さらに我が国の標準規格 JIS 及び国際規格 ISO を採用した。本選定基準案にお

いては、これらを使用可能な試験法として位置付けた。これらの試験法以外についても OECD テ

ストガイドラインに準じた試験法として採用できる可能性があり、これらについてはさらに調査

が必要と考えられる。 

 

② 使用可否基準における信頼性の定まった情報源について 

多数の既存化学物質について、性状データの評価・選択選定を効果的・効率的に進めるため、

2.1.1 情報源の整理で検討した「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（The Merck Index や CRC Handbook of Chemistry and Physics 等）の定量的測定値データについ

ては、本選定基準案においては原著等での確認を要さずに信頼性ありと判断することとした。 

また、評価書などに記載された定量的測定値データ（キースタディのデータ、Reliability の記載が

あるものは信頼性ランク 1 及び 2 のデータ）については、専門家による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りと判断することとした。しか

しながら、個々の評価書の作成目的が異なっており、情報源によっては信頼性の低いものが含ま

れている可能性を否定できない旨、委員会で指摘がなされた。さらに、委員会での指摘を踏まえ、
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広く一般に活用されているSigma-Aldlich試薬カタログの定量的測定値データについても原著等で

の確認を要さず信頼性ありと判断することとした。 

こうした情報源からの性状データを含め、選定基準案に基づきスクリーニング評価等で使用す

ることとなっ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

ることが必要であると考えられる。 

また、使用可能なデータの範囲については、更に検討する余地があり、信頼性を担保できるも

のであれば追加することを前提に検討する必要があると考えられる。 

 

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、本選定基準案においては融点、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として選択することとした。 

この方法ではデータが 2 つの場合、キースタディを 1 つに絞り込むことはできない。そこでこ

のような場合には、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こととした。 

こうした性状データについても、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

ことが必要であると考えられる。 

 

④ 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

基準案においても、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した。 

推定値の算出に使用した入力データが推定値の場合、算出された推定値の信頼性はランク４（信

頼性不明）となる。このような場合、本選定基準案においては、推定値を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

ととしたが、リスク評価（一次） の初期段階以降の段階において精査が必要である。 
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2.2 有害性情報等の記載方法 

2.2.1 性状（エンドポイント）ごとの情報 

(1) 調査した性状（エンドポイント）及びその IUCLID 様式 

化審法第31条の2（第2段階改正後は第41条）の有害性情報の報告a)

 上記に示した調査対象の各性状（エンドポイント）について、IUCLID 5.2.0に基づきその様式

を調査した。 

に係る性状（エンドポイント）

等に関連するIUCLID5 様式の有害性情報等の調査対象として、物理化学的情報及び環境中運命に

関する情報のうちで化審法に関連した、融点、沸点、蒸気圧、水溶解度、解離定数、光分解性（水

中、大気中、土壌中）、加水分解性、分配係数（土壌吸着係数）を選択した。 

すなわち、各性状（エンドポイント）のIUCLID 5.2.0様式の入力画面上に配列されている項

目をすべて抜粋整理し英語表記ならびにその和訳文をIUCLID入力ガイダンス-１（添付資料②

-4参照）に整理した。そのうち、化審法の有害性情報の報告に必要な項目については赤字で記載

した。さらにIUCLID 5.2.0様式画面上に配置されている様々なプルダウンメニューや選択メニ

ュー、詳細メニューなどの入力様式をすべて調査し、IUCLID入力ガイダンス-２（添付資料②

-4参照）にプルダウンメニューや選択メニューや詳細メニュー等への入力方法を解説画面キ

ャプチャーで解説した。 IUCLID入力ガイダンス-１に整理した大項目下の多数のプルダウン

メニューや選択メニュー、詳細メニュー等の内容を明確化するため、IUCLID入力ガイダンス

-２でリンク付けされた詳細項目内容を紐付けされたIUCLID入力ガイダンス-３（添付資料②

-4参照）で整理した。化審法の有害性情報の報告に必要な項目に直接関係するプルダウンメニュ

ーや選択メニュー、詳細メニュー等の具体的項目内容については、IUCLID入力ガイダンス-

１に整理した項目のうち赤字で記載した項目とリンクするIUCLID入力ガイダンス-３で確認で

きるようにした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
a 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律（昭和 48 年法律第 117 号）第 31 条の 2 第 1 項及び第 3 項

並びに有害性情報の報告に関する省令（平成 16 年 3 月 18 日厚生労働省、経済産業省、環境省令第 2 号 
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(2) 記載情報の整理 

1) 必要な情報の整理 

2.2.1-(1)で示した化審法の有害性情報の報告に係る各性状（エンドポイント）に対して、どのよ

うな内容を実際IUCLID5 の入力欄（データ入力フィールド）に記載するべきかについて、それら

情報の利用目的や必要性等を検討した。 

 企業等から提出される試験報告書に記載されている情報について、その利用目的及び IUCLID

入力の必要性を検討した結果を表②-1 に示す。IUCLID 入力が必要な項目は、今回の調査を通し

て試験データの入力例を検討した結果から判断して「○」印で示し、その入力該当項目を括弧内

に示した（IUCLID 入力ガイダンス-１、添付資料②-4 参照）。また、「△」印の項目は、必要

に応じて（例えば、分解する物質などの場合）その項目に入力する必要があると考えられる。一

方、「－」印の項目は、IUCLID に該当する項目がない箇所である。 

なお、試験報告書とは異なり、文献（The Merck Index, 14th Ed Merck & Co（2006）等のデータ

集）に記載されている情報の場合には、結果数値だけのデータであるため、表②-1に示したよう

な多岐に亘る情報は得られず、結果数値を結果・考察（Result and discussions）に入力すればよい

と考えられる。 

 

表②-1 企業等から提出される試験報告書情報の利用目的と IUCLID 入力の必要性 
項目 試験報告書における情報 利用目的 必要性（IUCLID 該当項目） 
試 験

法 
試験方法情報 ガイドライン等の確認 ○（ガイドライン） 

GLP GLP 準拠情報 GLP 準拠の確認 ○（GLP 準拠） 
要 約 試験条件 試験概要の把握及び試験条件

妥当性の確認 
△（結果に関するその他の

情報） 
試験結果 試験概要の把握及び試験結果

妥当性の確認 
△（結果に関するその他の

情報） 
試 験 
物 質 

名称等（名称、CAS 番号等） 名称等の確認 ○（試験物質の同定） 
構造式等（構造式、分子式等） 構造情報等の確認 △（添付背景資料） 
供試験試料（純度、不純物等） 純度、不純物等の確認 ○（試験物質の同定） 
性状（常温での性状） 常温での性状の確認 ○（試験物質に関する詳細） 
保管条件 保管条件の確認 ○（試験物質に関する詳細） 
同定情報、安定性 保管条件下での安定性の確認 △（試験物質に関する詳細） 
取り扱い上の注意 物質の危険性等の確認 △（試験物質に関する詳細） 

試 験

の 実

施 

試験装置及び器具 試験装置及び器具の確認 － 
試験連数 試験連数の確認 ○（物質・方法に関するそ

の他の情報） 
試験操作 具体的手順の確認 ○（物質・方法に関するそ

の他の情報） 
数値の取り扱い 数値の丸め方等の確認 － 
信頼性に及ぼす環境要因 環境要因の確認 △（結果に関するその他の

情報） 
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2) 整備する情報の比較 

OECD/SIDS のドシエ作成 や欧州REACH規則での登録においては、IUCLID5 形式により必要

情報が整備されている。そこで、OECD/SIDS のドシエ作成 や欧州REACH規則での登録ドシエの

作成において要求される記入内容を調査した。 

具体的には、OECD/SIDSのドシエ作成での入力項目は、OECD HPV化学物質点検マニュアルで

の記載項目及び記載内容を確認し一覧表に整理した（添付資料②-1参照）。一方、REACH規則の

登録ドシエの作成で求められている記載内容は、REACH規則の「Practical guide 3: How to report 

robust study summaries」でロバストスタディサマリー（RSS）を構築するためにIUCLIDへ入力が必

要な情報を確認し一覧表に整理した（添付資料②-2参照）。 

OECD HPV化学物質点検マニュアルでは、光分解については、大気中、水中、土壌中に別けら

れてはいない。また、加水分解性と解離定数については、水中安定性として１つにまとめられて

いる。一方、REACH規則では、各エンドポイントの情報は、エンドポイントごとにデータの信頼

性とその内容の判断ができるように記述する必要があるとされている。さらに、「Practical guide 

3」において、光分解については記載がない。 

 次に、エンドポイントごとのIUCLID項目、SIDSの記載項目、REACHの記載項目の対比を

行った。SIDS及びREACHにおいて、それぞれ記入が必要な項目を「●」印で示し、内容の比較

ができるよう明確化した（添付資料②-3参照）。 

 

2.2.2 ガイダンス作成 

2.2.1-(1)で示した化審法の有害性情報の報告に係る各性状（エンドポイント）における記載情報

を整理し、実際に化審法の有害性情報の報告に記載すべき内容を IUCLID5 の入力欄にどのよう

に記載するべきかがわかるようガイダンス案（添付資料②-4 参照）として整理した。ガイダンス

案には、用いた対象性状（エンドポイント）、ガイダンスの構成、使用手順、IUCLID 入力書式、

入力方法及び入力例の解説、ガイダンス本体の内容（3 部構成）を盛り込み、性状（エンドポイ

ント）ごとに、文献情報及び試験報告書の記載事例を付与して、化審法の有害性情報の報告に係

る各性状（エンドポイント）における記載情報を IUCLID に入力する者が実際の手引きとして有

効に活用できる内容とした。 

なお、性状（エンドポイント）ごとに記載事例として用いた文献情報は、The Merck Index, 14th 

Ed Merck & Co（2006）等のデータを理解しやすいように一部改変して示した。また、試験報告

書の記載事例についてもは、一般化学物質に関する調査業務で収集したデータを理解しやすいよ

うに一部改変して示した。 

 



 

10 

2.2.3 ヒアリングの実施と対応 

産業界、有識者、関係省庁の担当官等に対し、2.2.2で作成したガイダンス案についてヒアリン

グを行い、入手した意見を検討しガイダンス案に反映した。 

ヒアリングを実施したレビュアーを表②-2に示した。 

 

表②-2 レビュアー一覧 

氏名 所属等 

高橋 成明 
独立行政法人製品評価技術基盤機構化学物質管理センター情報業務課
主任 

島 久治 
社団法人日本化学工業協会 化学品管理部兼 REACH タスクフォース 
課長 

石本 光能 宇部興産株式会社環境安全部 REACH 推進室長 

松岡 昌太郎 東レ株式会社 REACH 対策推進室 

矢可部 芳州 一般財団法人化学物質評価研究機構安全性評価技術研究所所長 

藤野 良文 一般財団法人化学物質評価研究機構安全性評価技術研究所 

窪田 清宏 
一般財団法人化学物質評価研究機構安全性評価技術研究所研究企画部
研究企画課長 

林 浩次 一般財団法人化学物質評価研究機構安全性評価技術研究所研究第二部 

中舘 正弘 一般財団法人化学物質評価研究機構参与 

 

有識者等にヒアリングした結果、得られたコメントの概要及び対応を以下の 2.2.4-2)にまとめた。 

 

2.2.4 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。 

 

 1) IUCLID 5 のバージョンアップについて 

本事業で作成したガイダンスは、IUCLID 5.2.0 に基づいている。IUCLID5 はバージョンア

ップが継続して進められ、現在最新版は IUCLID 5.3（平成 23 年 2 月 24 日公開）である（基

本仕様に関しては IUCLID 5.2.0 比較して相違点は少ないと考えられる）。しかし、今後大幅な

バージョンアップが行われた場合には、本事業で作成したガイダンスについても修正が必要

になると思われる。 

 

2) IUCLID 入力ガイダンス案の有識者ヒアリング結果と対応 

  ① 用語の翻訳について 

    IUCLID 入力ガイダンス案において、IUCLID 入力項目の用語については、有識者から厳

密な意味の翻訳を記載するよう複数のコメントがあった（例：“Study”の訳を“研究”と
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すべき。“Study period”を“研究期間”とすべき。“Data protection claimed”を“データ保

護に関する主張”とすべき、等）。この点に関し、一般的には有識者の意見に妥当性も認め

られるが、本ガイダンス案の目的は化審法の有害性情報の報告に焦点をあてたものである

ため、本ガイダンス案の利用のためには、IUCLID 入力項目の用語翻訳において「化審法に

基づく有害性情報の内容を示す資料の作成・提出等についての要領」の記載と用語に整合

性を持たせることが重要と考えられる。そのため、これらについては基本的に同要領に記

載されている用語に合わせた。用語翻訳に関する有識者による用語翻訳の提案と今回適用

した用語の翻訳を表②-3 にまとめた。 

 

表②-3 用語の翻訳に関する有識者の提案と今回の適用まとめ 
IUCLID 項目の用語 有識者による用語翻訳の提案 今回適用した用語の翻訳 

Purpose flag 目的フラグ フラグの目的 
Study result type 研究結果のタイプ 調査結果のタイプ 
Study period 研究期間 試験期間 
Reference 参照 引用文献 
Bibliographic Source 書誌情報 書誌源 
Data protection claimed データ保護に関する主張 データ保護の請求 
Qualifier 修飾語句｜限定詞 限定子 
Principles of method 方法の原理 手法の原則 
Test material equivalent to 
submission substance 
identity 

報告物質と試験物質との同一

性 報告物質と試験物質との同等性 

Atm. Pressure その時の気圧 圧力 
Test material identity 試験物質の同定 試験物質識別情報 
Identity 識別情報 同定 
Overall remarks 全般的所見 全般的特記事項 
Attached background 
material 添付参考資料 添付背景資料 

 

  ② IUCLID 記載項目における入力の柔軟な対応をとり得るケースの扱いについて 

入力ガイダンス １．化審法の有害性情報の IUCLID 項目、入力例における「有害性情

報報告における取扱い」等の記載で、化審法ではどの項目の入力が必要でどの項目は必ず

しも必要でないということをより明確に示すべきではないかという意見があった。具体的

には、本欄に「記載必須」、「情報があれば記載する」、「推奨」、「記載不要」などを表示し、

化審法に提出する情報として記載が必要か不要かを明示する。更に、記載必須項目のセル

を色づけするなど一目でわかるようにすればどうか。との意見であった。さらに、同「一

般的な入力例」の項で、“一般的な”の意味をより具体的に「情報入力例」とし、その中に

「文献情報」、「QSAR 情報」、「試験データ」の 3 つの列を設定するなどして具体的な入力

例を記載すべき。適切な情報、データがない場合の入力例も示すのが良いのではというコ
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メントがあった。しかし、検討の結果、これらについては入力者によるケースバイケース

の部分であり、柔軟な対応が可能と考えられたため、今後の検討課題とした。 

 

  ③ ガイダンス１～３の作成スタイル及び構成について 

    「１．化審法の有害性情報等の IUCLID 入力項目、データ入力記載例」と「２．IUCLID

入力書式と入力方法の詳細図解」の構成では経験のない者には分かりにくいため、１．の

データ入力記載例にある内容を入力した IUCLID5 画面を、２．の図解と対比させて掲載す

る、あるいは、試験データが載っている文書と、それを IUCLID5 に入力した画面を示すな

ど、より使いやすいガイダンス構成にすればよいという意見があった。また、入力例及び

IUCLID 出力例、それぞれの留意点等を対比させた構成にしてはどうかというコメントもあ

った。これらの意見については、客観性、利用容易性をさらに向上させるため、当ガイダ

ンスの作成方針を含めさらに今後議論、検討していくことが必要であると考えられた。 

 

  ④ その他の指摘について 

    その他の多くの指摘については、検討の上、ガイダンス案に適宜反映させた。 
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3 まとめ 

平成 23 年度より国が実施する改正化審法に基づくスクリーニング評価及びリスク評価（一次）

の初期段階において必要となる性状データ整備に際し、信頼性あるデータの適切かつ効率的な選

定を目的とし、基準案の策定を行った。 

また、化審法第 31 条の 2（第 2 段階改正後は第 41 条）に定められている有害性情報の報告に

ついて、IUCLID5 形式で記載すべき内容を的確に判断できるガイダンス案を作成した。 

これらについては、本事業を通して得られた問題点と今後の課題について整理しており、今後、

更なる情報整備を実施する上で参考として活用されることが望ましい。 
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