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I. 業務の目的及び概要 

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」（化審法）では、国内で新たに製造又

は輸入される化学物質（新規化学物質）について、その分解性、蓄積性及び毒性に関する

国の事前審査を受ける必要がある。そのため、新規化学物質の製造又は輸入事業者は法定

試験法に基づく分解性等の試験を行い、その試験結果を国に提出して審査を受けている。

また、既に製造又は輸入を行っている一般化学物質等については、製造又は輸入事業者か

らの数量届出（製造・輸入数量、用途分類別出荷量等）や有害性報告等の情報を用いて国

がリスク評価を実施している。 

 

●化審法における分解性等の評価における課題と対応策等の整理 

化審法におけるリスク評価では、法定試験法以外のデータ（法定試験とは条件（環境媒

体、生物種等）が異なるデータ）も評価に利用している。この際、法定試験法と法定試験

法以外の両方のデータが得られることがあり、矛盾する結果となっている場合もある。ま

た、新規化学物質、一般化学物質等の評価において、法定試験法に基づくデータだけで

は、化学物質の実環境中での挙動をカバーしきれていないことに加え、国際的に認められ

た多数の試験法（OECD(経済協力開発機構）テストガイドライン等）に基づくデータの利

用が進んでいない、という課題がある。 

近年、様々な利用可能なデータを活用して総合的に評価する手法（ウェイトオブエビデ

ンス（WoE））や試験・評価への統合的アプローチ（IATA）（以下「WoE 等」という。）

が、化学物質の性状評価において活用されてきている。これらの手法では、単一の試験結

果に依存することなく、多様なデータから総合的に判断を行うことにより、実環境での挙

動を反映した評価の精緻化が期待できる。そこで、海外における化学物質規制制度等にお

ける WoE 等の活用状況を踏まえ、化審法における分解性と蓄積性の評価において、WoE

等の手法を活用することによって、より合理的かつ精緻化された評価を行うための課題、

対応策等を整理することを目的とする(目的 1)。 

 

●人工知能（AI）を用いた推計方法の検討 

WoE 等による評価においては、試験法に基づくデータだけでなく、様々な推計方法も活

用される。しかし、化学物質の化学構造から分解性及び濃縮性の定性的、定量的な推計を

行う手法（定量的構造活性相関（QSAR））については、既存のモデルでは十分な精度で推

計できない物質群等がある。そこで、人工知能（AI）を用いることで、その予測精度の向

上を図ることを目的とする検討も行う(目的 2)。  
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II. 実施内容 

1. WoE 等の関連用語の整理及び化審法における WoE 等の活用について目指すべ

き方向性の検討 

1.1. 検討会の設置 

1.1.1. 検討会の目的 

本事業（化学物質の分解性及び蓄積性に係る総合的評価の導入に関する調査）では、化

審法における分解性及び蓄積性に係る判定基準をより科学的妥当性の高いものに改正する

ために、令和元年度は、分解性・蓄積性評価のあるべき姿、目指すべき方向性をまとめ、

今後、検討すべき項目の明確化を行う。また、様々なデータを活用して総合的に評価する

手法（ウェイトオブエビデンス（WoE））や試験・評価への統合的アプローチ（IATA）

（以下「WoE 等」という）についての共通理解を得るために、国際機関等のガイダンス文

書等に基づき情報を整理する。これにより、2～3 年後に科学的妥当性の高い分解性及び蓄

積性に係る判定基準（案）を策定し、WoE 等の考え方を取入れた試験法選択及び評価のワ

ークフローの作成を目指す。 

 

1.1.2. 問題意識の共有 

本事業では、化審法における分解性及び蓄積性に係る判定基準をより科学的妥当性の高

いものに改正することを最終目標としていることから、現段階における化審法における分

解性及び蓄積性に係る評価、判定に係る問題意識について、以下のように整理し、問題意

識を検討会内で共有した。 

 

分解性に係る問題意識 

分解性に係る試験には、易生分解性、本質的生分解性及び環境残留性を評価するための

試験がある。しかし、「自然的作用による化学的変化を生じにくいもの」かどうかを判定

する観点では、図 1.1-1 に示すように現行の化審法の判定基準は安全サイドの評価になっ

ている可能性が考えられ、より科学的に適切な評価を実施する必要があると考えている。 
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図 1.1-1 海外と日本における生分解性/環境残留性の分類イメージ 

*：化審法の判定基準1に基づく 

 

蓄積性に係る問題意識 

蓄積性に関しては、化審法では制定当初から、水ばく露法による魚類濃縮度試験

（OECD 試験法ガイドライン 305-I に相当）によるデータを用いて、高濃縮性（生物濃縮

係数が 5,000 L/kg 以上）かどうかの判断をしてきた。2012 年に OECD の試験法ガイドラ

インとして制定された餌料投与法による魚類濃縮度試験（OECD TG 305-III）において、取

込期間終了時における経口生物濃縮係数が 0.007 未満の場合は、高濃縮性ではないと判定

するとの基準が 2018 年の化審法改訂で加わった。しかし、0.007 以上の場合は、その他の

エンドポイント（BMFK、BMFKL 及び BMFKgL）、部位別（可食部）の経口生物濃縮係数、

基準物質の試験結果等を考慮して総合的に判断するとされており、一律の判定基準は示さ

れていない。 

一方、REACH 規則では、Bioaccumulative（B）または Very Bioaccumulative（vB）の特性

を評価するために、log Kow や魚類による濃縮度試験の結果だけでなく、魚類以外の生物

種における蓄積性データや食物連鎖による生物濃縮に関わる情報等も活用している。この

点はストックホルム条約の POPs 指定における基準でも同様であり、水生生物種以外の種

                                                        
1 新規化学物質の判定及び監視化学物質への該当性の判定等に係る試験方法及 び判定基準 (平成３０年

４月１３日) 
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への生体内蓄積性の証拠や、生物蓄積性を示す生物相のモニタリングデータが考慮されて

いる。また、REACH 規則では評価の段階（目的）に応じて、スクリーニング情報

（REACH 規則付属書 XIII Section 3.1）を用いた評価とアセスメント情報（REACH 規則付

属書 XIII Section 3.2）を用いた評価が設定されている2。化審法においても、評価段階に応

じて、「生物の体内に蓄積されやすい」かどうかの判定を、より科学的に妥当性の高いも

のにする必要があると考えている。 

 

分解性・蓄積性に係る共通の問題意識 

化審法の逐条解説では、「自然的作用によって変化しやすい」程度や、「生物の体内に蓄

積されやすい」程度のいずれについても『専門家の意見や国際的な動向等も踏まえて、運

用において妥当な判定基準が定められるべき性質の事柄であり、本法には詳細な基準は規

定されていない。』とされている。そこで、現行の分解性及び蓄積性に係る判定基準につ

いて、より科学的妥当性の高いものに改正するために、国際的な判定基準や現在化審法で

実施しているリスク評価との関係等を考慮しつつ、あるべき姿等を検討する必要がある。

判定基準の検討の際にはデータの量に応じた評価方法や試験の要求方法についても検討す

る必要がある。 

また、現在の化審法の評価においては、物質特性の一側面（例：ガイドライン試験条件

下での特性）しか評価できていない可能性がある。そこで、様々なデータを総合的に評価

し、より現実（実環境での挙動）にあった評価を実施するために（図 1.1-2 参照）、多様な

データの活用に関するガイダンスまたは評価フロー等を整備する必要がある。 

                                                        
2 スクリーニング情報（REACH 規則付属書 XIII Section 3.1）：(a) 付属書 VII のセクション 7.8 に従って実

験的に決定された、または付属書 XI のセクション 1.32に従った(Q)SAR モデルによって推定されたオ

クタノール-水分配係数； (b) 適合性と信頼性が合理的に実証できるという条件で、その他の情報 

アセスメント情報（付属書 XIII Section 3.2）：(a) 水生生物種の生物濃縮性または生物蓄積性研究の結

果；(b) 生物蓄積性の可能性に関して、適合性と信頼性が合理的に実証できることを条件として、次のよ

うなその他の情報 

—陸生生物種の生物蓄積性研究の結果 

—血液、乳、脂肪などの人の体液または組織の科学的分析によるデータ 

—周囲の環境のレベルと比較して、特に絶滅危惧種または脆弱な個体群での生物相のレベル上昇の

検出 

—動物の慢性毒性試験の結果 

—物質のトキシコキネティック挙動の評価； 

(c) 物質の食物連鎖内での生物学的拡大能力に関する情報、可能であれば、生物学的拡大係数または栄養

学的拡大係数（食物連鎖増幅係数）で表される情報 
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図 1.1-2 2019 年 1 月化学物質審議会の資料「化学物質管理政策をめぐる最近の動向と

今後の方向性について（総論）」より抜粋 

 

さらに、化審法では「自然的作用によって変化しやすいもの」であるか、「生物の体内

に蓄積されやすいもの」であるかどうかの評価の際に本来は実環境が想定されていると考

えられる。例えば、新規化学物質で要求している現行の分解性試験は、水系の試験のみで

ある。しかし、大気に移行するような物質の試験法選択の妥当性に対する問題意識もあ

り、必要に応じて大気中での分解等も考慮できる枠組みを検討する必要があると考えてい

る。 

そこで、分解性・蓄積性に関わる判定基準を科学的妥当性があり、国際性整合性のある

ものに改正することを念頭に、近年行政等で懸念を感じている点（多様なデータの活用、

要求試験の妥当性（評価対象媒体の考慮を含む））についても再検討を行い、判定基準を

含め分解性・蓄積性評価をあるべき姿/目指すべき方向性について検討する。 
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1.1.3. 検討会の設置・運営 

化審法新規化学物質の審査の経験を有する専門家、国内外の化学物質規制制度に詳しい

識者や事業者等を含む表 1.1-1 に示す８名で構成する「令和元年度化学物質の分解性及び

蓄積性に係る総合的評価の導入に関する検討会」を設置し、検討会を３回/年開催した。 

 

表1.1-1 令和元年度化学物質の分解性及び蓄積性に係る総合的評価の導入に関する 

検討会委員 

氏名（敬称略） 所属 

林 真（座長） makoto international consulting 代表 

（前化学物質審議会会長・審査部会部会長） 

宇野 誠一 国立大学法人鹿児島大学 水産学部  

海洋資源環境教育研究センター 教授 

（化学物質審議会審査部会 臨時委員） 

小野 恭子 国立研究開発法人産業技術総合研究所 安全科学研究部門  

排出暴露解析グループ（化学物質審議会安全対策部会 臨時委員） 

金原 和秀 国立大学法人静岡大学大学院 総合科学技術研究科工学専攻  

化学バイオ工学コース 教授（化学物質審議会審査部会 臨時委員） 

本多 泰揮 （一社）日本化学工業協会 化学品管理部 部長 

宮地 繁樹 合同会社HatoChemi Japan 代表 

森田 健 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 上席技術専門官 

（化学物質審議会安全対策部会 専門委員） 

吉田 浩介 日本石鹸洗剤工業会 環境・安全専門委員会 委員長 
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価について 

大気への移行について 

化審法における分解性評価の体制、WoE を用いた評価

の導入への課題について 
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1.2. 化審法における分解性・蓄積性評価方法の方向性のとりまとめ・検討項目等の明確化 

化審法の目的に鑑み、化審法の分解性・蓄積性評価において、化学物質の多角的な知見

を考慮してより科学的妥当性のある評価を行うために、化審法における分解性・蓄積性評

価のあるべき姿、目指すべき方向性をまとめ、それを達成する上で必要な検討項目や化学

物質の分解性・蓄積性の評価におけるWoE等の位置づけについて、検討を行った。 

化審法の分解性・蓄積性評価の各段階においては、図 1.2-1に示す大きく3つの問題意識

があった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.2-1 化審法における評価段階と分解性・蓄積性評価の問題意識との関係性イメージ 

 

問題意識(1) 新規化学物質の事前審査制度において適切な試験を要求する方法について 

【分解性】 

・ 化学物質が移行する可能性が高い媒体の特定の方法 

・ 水中以外の媒体における分解性も検討できる仕組み（あるべき姿） 

・ 水系をターゲットとする物質の場合、TG 301C、301Fのいずれかを要求するという

現状の試験戦略の妥当性 

【蓄積性】 

・ 物性等に応じて要求する試験を適切に選択する方法 

 

問題意識(2) 一般化学物質等の分解性・蓄積性判断について 

【分解性】 
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・ 既存点検で難分解と判定されている物質について、他の試験で分解性を示すデータ

が得られた場合の分解性の判断は、半減期データの活用を含めてどのように見直す

べきか 

【蓄積性】 

・ 評価における水生生物種以外の種への生体内蓄積性の証拠や生物蓄積性を示す生物

相のモニタリングデータの活用 

 

問題意識(3) 実環境（に近い環境）での挙動を考慮した評価について 

【分解性】 

・ 大気中で光分解されて生じた分解生成物の影響を考慮する方法 

【蓄積性】 

・ 濃縮性が（ある程度）高い物質について、化審法において環境モニタリングデータ

を用いて実環境での挙動を評価する方法 

 

これらの問題意識に対して、検討会及び検討会委員への個別ヒアリングによる意見等を

ふまえたうえで、化審法における分解性・蓄積性評価方法の方向性をとりまとめ、今後さ

らに検討すべき課題を抽出した（表1.2-1）。 

本事業で実施した調査内容全般をふまえた化審法における分解性・蓄積性評価のあるべ

き姿、目指すべき方向性に関するとりまとめについては後述の7.章に示す。 
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表 1.3-2 各国の利用方針、手順等に関する整理項目 

 規制の目的、WoE 評価を必要とする場面 

 WoE の実施手順 

 問題の定式化の内容あるいはその決定方法 

 （記載がある場合）情報の収集範囲あるいはその決定方法 

 データの質の評価方法 

 証拠の重み付け方法 

 不確実性の評価方法 

 （記載がある場合）メカニズム情報の位置づけ 

 （記載がある場合）使用するツール及びその概要   等 
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1.3.2. WoE 等の用語・定義の整理 

WoE は、海外の評価機関等において様々に定義されているが、表 1.3-3 に示す OECD、

ECHA、US EPA、Health Canada 及び EFSA における WoE 等に関連する用語の定義を整理

した。WoE、IATA 及び Systematic Review の定義を表 1.3-3 に、WoE 等に関連する用語及

びその定義を付属資料 1.3-1 に示す。 

 

表 1.3-3 OECD、ECHA、US EPA、Health Canada 及び EFSA における WoE、

Systematic Review 及び IATA の定義 

用語 定義等(和訳) 引用元 

Weight of 

Evidence 

(WoE) 

総合的な結論に至るために組み立てた LoE（line of evidence）

に個々に割り当てられた重みを考慮すること 

OECD, 

2019 

WoE アプローチは、(事前に)定義した信頼度がある特定の問

題の定式化に対して結論に達するために、証拠を収集、評

価、統合及び重み付けをする段階的工程またはアプローチと

して一般的に説明できる。 

ECHA, 

2017 

(1) 正義のはかりにかけた、法的な隠喩からなる複数の証拠の

断片（piece of evidence）から推論する工程。 

(2) 証拠によって与えられる結論を支持する相対的な程度。証

拠の主体の重み付けの結果。 

EPA, 

2016 

※EPA では Weight of Scientific Evidence という用語を使用 

科学的証拠の重み付けとは、証拠または決定の性質に適した

方法で適用されるシステマティック・レビューの方法を意味

し、事前に確立されたプロトコルを使用して、包括的で客観

的であり、透明性高く、一貫性をもって個々の研究の強度、

限界及び関連性を含めた個々の証拠の傾向を特定及び評価

し、強度、限界及び関連性に基づいて必要かつ適切に証拠を

統合する。 

TSCA 

40CFR 

§ 

702.33 

 物質のリスクを調べるための科学的研究の特性及び品質を考

慮した定性的指標。リスク特性化のために科学者が仮説を立

て判断をする上で必要な科学的データの不完全性及び利用で

きないことによる不確実性。科学的情報に基づくリスクにつ

いて判断することを“証拠の重さを評価する”という。 

Health 

Canada, 

2019 

質問に対する潜在的な答えを得るための相対的な証拠を決定

するために証拠を統合する工程 

EFSA, 

2017 

Systematic 

Review 
システマティック・レビューは“特定の質問に焦点を当てて、

類似しているが個別の研究知見を特定、選択、評価及び要約

EPA, 

2018 



 22 

用語 定義等(和訳) 引用元 

するために明示的かつ事前に指定された科学的手法を用いる

科学的な調査 

IATA 

(Integrated 

Approaches to 

Testing and 

Assessment) 

標的とする試験あるいは評価の結論を導くための必要条件を

特定するために、生化学的及び細胞アッセイ、コンピュータ

ーによる予測法、ばく露研究及び他の情報源の結果がある化

学物質クラスに基づく既存の知見を統合すること。場合によ

っては、IATA の適用が従来試験法（例：実験動物を用いた毒

性試験）の改良、削減あるいは代替ができる可能性がある。

また、IATA は関連するリスク評価のための基礎となる生物個

体及び集団における分子開始イベントから有害影響間の生物

学的関連性を提供する有害性転帰経路（Adverse Outcome 

Pathway：AOP）の考慮を含めて作用機序/メカニズムの理解を

さらに増す可能性がある。 

OECD, 

2019b 
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1.3.3. 海外の化学物質規制制度における WoE 等の利用方針、手順等の調査 

表 1.3-1 で示した WoE 等に係るガイダンスに基づき、各文書における WoE の利用方

針、手順等の要約を表 1.3-4 に整理した。また、各文書の詳細な内容については、付属資

料 1.3-2～付属資料 1.3-9 を参照されたい。 

 

WoE の工程は主に以下の要素で構成されていた。 

①問題の定式化：WoE を実施する際には評価の目的、範囲、受容できる不確実性を定義

する問題の定式化する。この工程では評価により答えを得る必要がある質問も定義さ

れる。ただし、評価の位置付け等によっては US EPA のように問題の定式化を行うた

めに②情報/証拠の収集及び③情報/証拠の評価を行うことも必要となる。 

質問の例： 

・〇〇規則における蓄積性の基準に該当するか？ 

・”物質 M”の実験動物において観察された生殖器への影響はヒトにも外挿可能か？

等 

②情報の収集：①で定式化した問題（または質問）に対する結論（利用可能なデータに

基づき結論できるか否か、あるいは結論できる場合にはその結論）を得るために、必

要と考えられる情報を収集する。情報源や情報収集方法を含む情報収集戦略は、各国

の WoE の枠組みにおいては、可能な限り事前に定めることが望ましいとされている

（得られる情報に基づいて変更も可能と考える）。また、情報収集戦略及び情報収集

方法を文書化するとともに、収集した情報を評価しやすくするために、実測か予測

か、エンドポイントの特性を現す性質等の観点で情報をグループ化することで、Line 

of evidence（LoE）とする。 

③証拠の評価：全ての LoE に対して、予め設定した、一貫した基準に基づき以下の評価

を実施する。 

- 信頼性（Reliability）：データの品質（Quality）、充分さ（Sufficiency）及び

一貫性（Consistency）で構成 

- 関連性（Relevance）〔設定された質問について結論を導くために使用するデ

ータとしての適切さ〕 

- 不確実性 

なお、不確実性については、WoE の実施方法として、⑤の証拠の統合段階で実施する
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場合もある。 

④証拠の重み付け：信頼性（Reliability）及び関連性（Relevance）に基づき、信頼度

（Confidence）を付与する（方法は評価目的に依存するため評価主体が方法を開発）。 

⑤証拠の統合：収集した証拠の尤もらしさ（Plausibility）、一貫性（Consistency）等に基

づき証拠を統合し、結論を導く。 

⑥文書化：WoE の全てのデータ及び工程（方法、結果含む）について透明性があるよう

に文書化する。 

 

これらの WoE の工程と WoE アプローチに使用されている主要な用語の関係性を図 1.3-1

に示す。WoE の工程は問題の定式化から始まり、文書化を除く他の工程において、常に問

題の定式化の内容を考慮、つまり評価の目的に照らした各工程の実施を行うように構成さ

れている。 

 

図 1.3-1 WoE に関連する主な用語の関係性 
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1.4. 化学物質管理のための人材育成のあり方に関する検討 

前項までの調査において、海外において各規制等の中で WoE 等を活用した評価の利用方

針や手順等を整理した。WoE 等を活用した評価には情報の信頼性、関連性、妥当性等を判

断することが必要であり、そのような判断ができる人材が一定数必要である。 

そのためには、評価ができるようになる前段階で大学等での教育あるいは教育を受けた

者がその道への進む道筋の見直しと、評価が必要な現場での OJT、評価を担う人材のモチ

ベーションアップが課題と考えられた。 

そこでこれらの観点から検討会委員等にコメントをいただき、今後の具体的な検討課題

を抽出した。 

 

1.4.1. WoE 実施の観点から化学物質管理に必要な人材育成のあり方について 

大学等における教育内容又は教育環境 -人材候補を増やす- 

WoE 等を活用した評価を行うためには化学物質管理の有害性評価、ばく露評価、リスク

評価の知識が必要であるが、人材確保の初期段階としてその分野に携わる人材の絶対数を

増やす必要がある。このためには、大学等における本分野の教育が重要となる。 

大学教員を務める検討会委員からのコメントによると、大学では化学物質を取り扱う学

生に対して、物質を使うルールに関する教育を実施し、学生もそれを理解している。ま

た、化学物質管理に関する外部講師の招聘も行っており、講義等で管理の重要性は学んで

いる。しかし、それらの知識が体系的に、リスク評価や法律による管理の必要性に結びつ

いていないのが現状である。大学において「化学物質のリスク」について体系的に教える

機会は殆どなく、今後リスク評価者が減少することが想定される。 

特に、化学物質の分解性・濃縮性の分野は、研究費の規模がそれほど大きくなく、専攻

とする研究室も少ないため、この分野を学ぶ学生の数も少ない。研究分野としては生物飼

育と化学分析の両方が出来る人が必要であるが、大学にはその研究のための設備がなく、

分析できる人が育たない。また、生物を恒常的に飼育管理して実験をしているところは少

ない。さらに分解性・蓄積性に関する研究分野があることが認識されておらず、この分野

の専門家を目指す学生がいなくなっている。 

教育提供の観点からは、現状で教育に関わっている者がリスク評価についても教えてい

く必要があるが、例え化学合成の専門家あってもリスクに関する知識がない人が多く、難

しい現実がある。 

そこで一つの考えとして、費用面では行政の、実務面では日化協等の産業界の協力を得

て、インターンシップ制度を継続的に実施してもらうことが考えられる。 
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しかし、現状は、化学物質管理に関連する内容を含むインターンシップを行っている企

業等はまれであり、数あるインターンシップの募集情報から探し当てることから難しい。

そのため、化学業界や行政、学会等が主導してインターンシップの情報を集約して発信す

る仕組みがあると良い。 

また、行政側が学会との交流を積極的にもつことによって、教員や研究者等に対するレ

ギュラトリーサイエンスの観点の意識が向上されることが期待される。 

さらに、現在の教育システムでは大学受験の時点である程度の専攻が絞られているた

め、より早期の教育課程段階から化学に興味を持ってもらう試み11が行われており、この

ような取り組みも伸ばしていくことが、化学物質に関心を持ってもらうためのきっかけ作

りに重要であると考えられる。 

 

【今後の検討課題】 

 インターンシップ制度の実現に対する課題と具体性（想定される規模、周知の方法

等） 

 大学における化学物質管理の教育に関するカリキュラム化の理想像（どの学部あ

るいは課程においてどのような講座を設けるのが良いか） 

 研究者に対してレギュラトリーサイエンスの観点の意識が向上されるための具体

的なアイデア 

 

 

評価・管理の現場における OJT -人材の質を上げる- 

WoE 等を活用した評価を行うためには化学物質管理における有害性評価、ばく露評価、

リスク評価の知識が必要である。また、例えば大学で化学系や薬学系等で化学や毒性分野

の内容を学んできた学生に対して実際のリスク評価や化学物質管理を行う戦力になっても

らうためには、化学物質の法規制や実際の現場での管理状況について OJT 形式での実践が

必要となる。 

民間事業者等では、社内の人材教育の一例として、SAICM 活動の一つで自社原料のリス

ク評価書を数名で分担しながら作成し、評価能力の向上が図られている例がある。しか

し、WoE を用いた評価が可能な人材は化学物質管理に関して知識や経験がハイレベルであ

                                                        
11 例えば、文科省の日本学術振興会が主催している「ひらめきときめきサイエンス」

（https://www.jsps.go.jp/hirameki/）や日化協主催の「夢・化学-21 子ども化学実験ショー」

（http://www.kagaku21 net/）、国立研究機関が夏休み等に実施している研究所の公開イベント等がある。 
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ることが前提であり、民間事業者にも多くは存在しない。 

化学物質管理に必要な知識を一通り学ぶ場として、例えば日化協の化学品管理に関する

教育プログラムとして、リスクアセスメントセミナーやケミカルリスクフォーラムが定期

的に開催されており、有償だが日化協非会員も利用できる場が提供されている（日化協会

員は Web 聴講システムも利用できる）。その他にも製品評価技術基盤機構が企画運営して

いる「化学物質に関するリスク評価とリスク管理の基礎知識」の講座も年 2 回開催されて

いる（東京、大阪）。このような場を活用した評価能力のレベルアップが期待されるとこ

ろである。 

また、欧米では、行政と民間の人材の行き来がさかんであるが、日本では審査体制の違

いや機密情報の取り扱いの観点から実現されていないが、産官学の異分野での人材交流が

それぞれの立場で実施しているリスク評価の経験を積む場として有用であると考えられ

る。 

なお、労働安全衛生の分野では、安衛法でのリスクアセスメントが義務化されたことで

企業が化学物質管理にお金をかける動機付けとなったのではないかとの声もある。化学物

質管理分野の人材育成に企業が投資できる環境を作ることも重要である。 

 

【今後の検討課題】 

 企業、行政それぞれの立場から、それぞれが実施するリスク評価の経験を積む場に

参加（OJT）するハードルの特定と具体的な解決策（どのような人材、内容なら受

け入れられるか） 

 

 

リスク評価・管理を担う人材のモチベーション向上 –モチベーション、ステータスを

あげる- 

WoE 等を活用した評価を行う人材が育ってきたところで継続的に活躍してもらうために

は人材のモチベーションをあげることが重要である。そのためには化学物質管理という分

野そのもののステータスをあげることが欠かせない。 

モチベーション向上のアイデアの一つとして、資格制度が挙げられる。例えば、毒劇法

においては毒劇物取扱者に資格が必要になっている。このように当該資格がないと業務に

従事できない場合には、相当のポジションの割り当てや資格手当ての支給等によって評価

することが重要である。検定制度や資格制度は食品業界や医薬品業界では実際に運用され

ているところであり、化学物質管理の分野においても環境省の化学物質アドバイザー等の
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認定制度が存在する。 

このように、化学物質管理の分野においても特に法律と絡めた枠組みでの検定や資格制

度を設置することにより、関連する人材にとってのマイルストーンとなり、さらなるレベ

ルアップにも役立つことが期待される。また、資格制度が設置された場合には能動的に取

り組む学生も現れることが期待され、早い段階から化学物質管理の分野に興味を持っても

らえる可能性も広がる。 

 

【今後の検討課題】 

 WoE を活用して、より高度な化学物質管理を進めるためにはどのような資格制度、

検定制度が効果的と考えられるか 

 

 

WoE 実施の観点から化学物質管理に必要な人材の育成（まとめ） 

WoE 等を活用した評価を行うためには化学物質管理の有害性評価、ばく露評価、リスク

評価の知識が必要であるが、人材確保の初期段階としてその分野に携わる人材の絶対数を

増やすことが重要である。大学等の教育機関においては化学分野の専門家であっても、化

学物質のリスク評価に関する知識がない人も多い。指導者のキャパシティの面から急に増

やすことは難しいため、行政や産業界の協力を得てインターンシップ制度を継続的に実施

することで興味を持ってもらうことから始めるアイデアが考えられる。 

また、化学物質管理や評価に携わる人材の質を上げる OJT 形式の仕組みとして、行政や

産業界が定期的に実施している講座の活用や産官学の人材交流が挙げられる。 

さらに育った人材に継続的に活躍してもらうために、検定制度や資格制度等を設置する

ことによって、担当者のレベルアップのためのマイルストーンとなり、人材のモチベーシ

ョンをあげ、本分野のステータスをあげることにもつながると考えられる。 
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2. WoE 等を活用した化学物質の分解性、蓄積性の評価事例の整理  

国際機関や各国機関において、WoE 等の考えを取り入れた化学物質の PBT 評価やリス

ク評価が実施されている。特に欧州 REACH 規則においては、WoE の評価を実施するため

のガイダンスを提供し、評価事例も紹介されている。本項では、国際機関等における WoE

等を活用した分解性、蓄積性の評価事例及び化審法における法定試験法以外のデータを活

用した分解性、蓄積性の判定事例に関して、WoE 等の活用のケーススタディとして有効で

効率的な調査方法を検討した上で、評価に用いられたデータ及びデータの採用根拠等を整

理した。 

 

2.1. WoE等の活用のケーススタディとして有効で効率的な調査方法の検討 

WoE 等を活用した分解性、蓄積性の評価事例及び化審法における法定試験法以外のデー

タを活用した分解性、蓄積性の判定事例のケーススタディとして有効で効率的な調査のた

めに、以下の観点によるケーススタディを調査することとした。 

・WoE の手順を公開している機関が実施した事例であること 

・判断の根拠に関する記載が多くあること 

・検討会等において要望のあった以下の事例であること 

- 多様なデータに基づく環境残留性（persistency）、蓄積性（bioaccumulation）

事例であること 

- 大気中光変換/光分解性（Phototransformation/photolysis）に関係する事例であ

ること 

 

そこで、本評価事例の整理では、経済産業省担当官了承のもと、WoE を用いた評価につ

いて図 2.1-1 に示す 7 つのステップに沿った手順を示している ECHA での評価事例を調査

することとした。具体的には、難分解性かつ高蓄積性かつ毒性（PBT）、極難分解性かつ極

高蓄積性（vPvB）に基づく SVHC（高懸念物質）の指定の背景として評価根拠がよく記載

されているサポート文書がある物質のうち、検討会委員より提案されたテーマである、環

境残留性 (persistency)、蓄積性 (bioaccumulation)、大気中光変換/光分解性 

(Phototransformation/photolysis) の事例を調査した。 

 



 32 

 

図 2.1-1 ECHA (2017) における WoE 手順（ECHA（2017）Figure 1 を一部改変） 
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2.2. WoE/不確実性評価に関する評価の事例調査及び評価に用いられたデータの採用根

拠等の整理 

国際機関等における WoE 等を活用した分解性、蓄積性の評価事例を整理した。これらの

事例には化審法における法定試験法以外のデータを活用した分解性、蓄積性の判定が行わ

れている。これらの事例に関して、評価に用いられたデータ及びデータの採用根拠等を整

理した。 

 

2.2.1. 環境残留性の評価事例 

図 2.1-1 に示した 7 つのステップで実施し、その内容を記述するためのテンプレートが

ECHA から公表されている12。このテンプレートに従った残留性評価の事例13があるため、

その内容について以下に整理した14。 

 

対象物質 （5-sec-ブチル-2-（2,4-ジメチルシクロヘキサ-3-エン-1-イル）-5-メチル-1,3-ジ

オキサン [1]、5-sec-ブチル-2-（4,6-ジメチルシクロヘキサ-3-エン-1-イル）-5- 

メチル-1,3-ジオキサン [2]（[1][2]の個別の立体異性体、あるいはその任意の

組合せのいずれもカバーする）（以下、総称として「物質 X」とする） 

   

対象項目 残留性（vP） 

情報源 ECHA SVHC サポート文書 (2015 年)13 

 

問題の定式化（ステップ 1） 

当該物質が vP の基準を満たしているかどうかを識別するために、REACH 規則付属書

XIII の WoE が使用される。 

  

                                                        
12 https://echa.europa.eu/documents/10162/17169198/template for weight of evidence en.docx/eb183c2e-c360-

cbce-7a58-ad2d1270e5bd 
13 https://echa.europa.eu/documents/10162/17169198/wo eu uncertainty background en.docx/4f2b49ab-ade0-

6ee3-e977-8abe00c21c23 
14 本項表 2.2.1-1、2.2.1-2、2.2.1-4、2.2.1-7、2.2.1-8、2.2.1-10 及び 2.2.1-11 は ECHA SVHC サポート文書の

和訳又は一部改変である。 
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表 2.2.1- 9 証拠の統合と重み付け、信頼度レベルの適用のポイント 

一貫性 (Consistency) と 

特異性(Specificity) 

・特定の証拠が残りの証拠と一致する場合 

・すべての証拠が同じ方向を指している場合 

可能性 (Likelihood) / 

生物学的妥当性 (Biological 

Plausibility) 

・その仮説は幅広い知識に基づいているのか？ 

一時性(Temporality) ・利用可能な証拠に基づいた影響の発生に論理的な順序は

あるか？ 

信頼性 (Confidence)/ 

証拠の強固性 (Strength of 

Evidence) 

・信頼度レベルは、WoE アプローチの対応するステップで

指定された基準（など）を使用して、証拠の重み付けの結

果を考慮して導出される。（妥当性、関連性、個々の証拠

評価の信頼性、一貫性/特異性、もっともらしさ/可能性、

WoE 分析の一時性） 

各証拠の信頼度レベルは、各証拠の品質評価要素（関連

性、妥当性、信頼性）を一貫性及び妥当性要素と組み合わ

せることによって導出される 

残りの不確実性 (Remaining 

Uncertainty) 

・場合に応じて、各証拠の信頼度レベルの結果として、本セ

クションに残りの不確実性を記録できる。 

 

 

(4)-1) 非生物分解/加水分解 

① MSCAによる評価 

加水分解研究の結果は、酸性条件下で物質の加水分解が発生する可能性があるという

QSAR の予測を裏付けている。ただし、このプロセスは非常に遅い。pH 4 及び 12°C での

DT50は 1830 時間（76 日）であるが、この消失には揮発や吸着などの他の消失も含まれる

場合がある。pH 8.2 の河川水を用いた 50°C での加水分解試験での消失が pH 4 よりもほぼ

2 倍遅いため、加水分解は環境条件下では無視できると考えられる。 
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場合の残りの不確実性を考慮して中程度であった。これは、予測を試験研究と併用した場

合の全体的な信頼度（overall confidence）に影響しないと評価されている。 

また、サポート研究の信頼度レベル（confidence level）は、証拠の品質の評価で概説さ

れた理由により中程度であった（Klismisch スコア 3）。ただし、このエンドポイントの残

りの証拠との一貫性により、信頼レベル（confidence level）は中程度と見なすことができ

ると評価されている。 

全体として、入手可能な証拠は、高い/中程度の信頼度（confidence）で 1 つの結論（環境

条件下で加水分解は予想されない）をサポートしていると評価されていた。 

 

(4)-2) 水中での生分解 

① MSCAによる評価 

スクリーニング試験及び本質的生分解性試験は、物質が容易にまたは本質的に生分解性

ではないことを示した。 

いくつかの生分解は QSAR モデルによって予測されているが、実験データからはこの部

分的な分解が非常に限定的であることが示されている。OECD 301B 試験で最も高い割合の

無機化が観察されたが、その量は大きく変動していた（28 日後に 12〜34%）。ただし、こ

の試験自体は、相対的に揮発性のある物質にはあまり適していない。OECD 301F 試験で

は、28 日後と 50 日後の無機化量は実質的にゼロで、-2〜+ 2%の範囲で変動している。

OECD ガイドライン 302C による本質的生分解性試験では、28 日後に 12%の無機化があ

り、50 日後に 18%まで無機化された。これらの試験は、本質的分解性試験におけるより有

利な試験条件下で無機化が発生した場合であって、かなり制限されることを示している。

したがって、この物質は P /vP 物質のスクリーニング基準を満たすと見なされる。 

物質の好気的分解は、pH 8.2 の河川水中で調査された。この研究では、一つの濃度のみ

が試験され、実験は 22°C で行われた。この物質は EU の REACH 規制の範囲内で使用及び

放出されるため、試験は EU の平均環境条件を反映するとみなされる 12°C で実施すること

が好ましい。MSCA の徹底的な再評価により、この研究の結果は制限付きで信頼できるこ

とが示された。この研究は、物質がゆっくりと生分解され、22°C で DT50＝56 日間になる

ことを示した。EU 関連の環境温度 12°C に外挿すると、現実的な値である DT50＝145 日間

が得られた。さらに、すべての消失は生分解または加水分解のいずれかによって引き起こ

されることを考慮した DT50＝74 日間（12°C）が得られた。 

OECD TG 301B の信頼度レベル（confidence level）は、証拠の品質の評価（Klismisch ス

コア 2）で概説された理由により中程度であった。ただし、このエンドポイントの残りの







 48 

び 22°C の河川水での DT50が 395 時間であった。この研究は以下の理由により欠点がある

と MSCA に評価された。 

 試験水が蒸留水ではなくろ過処理のみの河川水であったこと、 

 参照対照区が欠落していて微生物群の生存率を決定できなかったこと、 

 一つの濃度のみが試験され、試験材料が放射性標識されていないため生分解と蒸

散や有機物への結合等の消失との区別が難しく物質収支が不明であること、 

 実験が 22°C で行われたこと（この物質は EU の REACH 規制の範囲内で使用及び

放出されるため、EU の平均環境条件を反映するように試験は 12°C で実施するこ

とが望ましい） 等 

しかし、MSCA の評価による以下の徹底的な再評価により、この研究の結果は制限付き

で信頼できることが示された。 

・本試験は試験開始時に設定濃度の 70〜110％の回復基準を満たしており、生分解以外の

プロセスによる消失を定量化するために、試験全体で無菌対照を分析したところ、試験

容器と滅菌対照の残留濃度差が 504 時間までに 10％未満であったことから消失は主に

非生物的な要因と考察。 

・加水分解試験では、50°C での DT50が 241 時間であり、同じ水源（pH 8.2）で加水分解

が遅いことから、消失は非生物的分解ではなく、物質の結合及び/または揮発によるも

のと考察。 

・登録者は、誘導期及びテーリング（最終）段階にあるデータポイントを除外して、DT50

が 395 時間と推定したが、テーリング段階を親化合物の消失に適用することは、ガイ

ドラインと一致しないことから再計算を実施。 

・滅菌対照区と生物試験容器の両方における物質濃度の自然対数を時間に対してプロッ

トし、線形回帰で速度定数 k 値を求め、相当する DT50値を次のとおり算出。 

生物試験容器： DT50 (22°C) ＝31 日間 

非生物的対照区： DT50 (22°C) ＝68 日間 

非生物的対照区の速度定数を生物試験の速度定数から差し引いた場合： DT50 (22°C) 

＝56 日間 

 

以上の再評価に基づき、半減期を 10°C 低い温度に外挿する中央値として、2.58 という

係数を使うと、淡水では 12°C における DT50が 145 日間と計算された。MSCA はこの値を

現実的な DT50値と評価し、試験で観察されたすべての消失が生物分解または非生物分解の

いずれかに起因する場合でも、12°C の関連温度では DT50が 60 日間の vP 基準を超える可
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能性が高くなると考察している。 

さらに、非生物的分解である加水分解の可能性を含め、加水分解プロセスにおける 10°C

の低温への外挿に使用するデフォルト係数を 2.2 として、物質の淡水でのベストケースの

12°C における DT50が 74 日間と計算された。 

なお、すべての非生物的消失プロセスが加水分解によるものであるという仮定は、実際

の加水分解速度に比べるとかなり過大評価であるとされている。 

以上から、物質の淡水での現実的な DT50が 12°C で 145 日間と推定され、淡水でのベス

トケース DT50が 12°C で 74 日間と推定された。 

MSCA の評価では、易分解性試験（OECD TG 301B）の信頼度レベル（confidence level）

は、証拠の品質の評価（Klismisch スコア 2）で概説された理由により中程度であり、この

エンドポイントの他の証拠との一貫性を考慮しても信頼度レベルは中程度と見なすことが

できるとしている。また、シミュレーション試験（OECD TG 309）の信頼度レベル

（confidence level）は、証拠の品質の評価（Klismisch スコア 2）で概説された理由により

中程度であり、このエンドポイントの他の証拠との一貫性を考慮しても信頼度レベルは中

程度と見なすことができるとしている。 

 

確実性分析（ステップ 6） 

(5)-1) 評価のポイント 

信頼度レベルと文書の作成は、一般に各プロセスと問題の定式化によって定義される必

要性に依存し、不確実性分析は、定性的または（半）定量的なものとなる。定量的な分析

については、不確実性をより詳細に分析及び記録するためのさらなるガイダンスとして

ECHA Guidance IR /CSA R.19 を利用できる。 

 

(5)-2) 事例における実際の評価内容 

今回の事例の問題の定式化からは、特定の不確実性分析は必要ないと考えられた。 

利用可能な証拠は、基準と比較した場合の物質の vP 特性を決定する決定的なものであ

り、証拠は品質が高く、信頼レベルは中程度/高いことから、追加の証拠収集は必要ないと

見なされた。 
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結論（ステップ 7） 

3 つの生分解性試験の結果は、この物質は容易に、または本質的に生分解性ではないこ

とを示した。物質の加水分解は、環境に関連する pH と温度値で非常に制限されることが

示された。河川水の DIE-AWAY 試験では、物質は非常にゆっくりと分解した。12°C の環

境関連温度では、このベストケースの分解半減期は 74 日間であった。したがって、淡水

で 60 日間という vP 基準を超え、この物質は P と vP の両方の基準を満たすと見なされ

る。  
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2.2.2. 蓄積性評価事例 

魚類以外の蓄積性データも含めて評価された事例として、REACH 規則における SVHC

サポート文書のフルオランテンの事例を調査した。 

蓄積性のフルオランテンの評価事例は、高温コールタールピッチ（CTPHT）に関する

EU リスクアセスメントレポート（以下、EU RAR という）（2008 年）17の評価に対して、

MSC（Member State Committee）がその後の追加データ等を考慮して評価を行った事例であ

り、本調査では ECHA から公表されているフルオランテンの SVHC のサポート文書（2018

年）18の内容に基づき情報を整理した。なお、本事例は ECHA のテンプレートに従った形

式に整理されている事例ではないが、可能な限り ECHA の WoE 評価の評価項目ごとに情

報を整理した。 

 

対象物質 フルオランテン 

 

対象項目 蓄積性 

情報源 ECHA SVHC サポート文書（フルオランテン）（2018 年）18 

 

 

問題の定式化 

SVHC サポート文書に蓄積性に特化した問題の定式化に関する明確な記載はない。 

なお、同文書では REACH 規則 PBT / vPvB の第 57 条（d）および（e）に定められた基

準に物質がどのように適合するかについての評価が行われている旨は記されている。 

 

すべての情報の収集と文書化（検索戦略の文書化と証拠の文書化/報告） 

(2)-1) 情報源 

フルオランテンについては、高温コールタールピッチ（CTPHT）に関する EU RAR が

2008 年に公表されている。フルオランテンの SVHC サポート文書において、はじめに EU 

RAR のデータが整理され、さらに当該レポートで引用されていなかったデータや EU RAR

以降に公表されたデータ等が追加された。 

                                                        
17 https://echa.europa.eu/documents/10162/433ccfe1-f9a5-4420-9dae-bb316f898fe1 
18 https://echa.europa.eu/documents/10162/0d1ee6d4-1a47-0737-35c7-3503f0fca417 
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② 個別データの評価内容 

a. 水生生物（遠洋生物及び底質生物）の生物蓄積性 

a.-1) EU RAR (2008) の評価 

以下の報告は、CTPHT に関する EU RAR から引用であり、表 2.2.2- 1 に赤字で記載した

番号（１）～（６）に対応している。 

 

（１）De Maagd 1996 

・ファットヘッドミノー（Pimephales promelas）を用いた 5 種の PAH に対する生物蓄積

性試験 

・「修正 Banerjee 法」に従った方法 

・止水式実験装置での実施 

・生体内蓄積プロセスにおける生体内変化の役割を定量化するために設計された試験法 

・PAH はジェネレーターカラムによって水道水に添加 

・平均 0.52 g の魚（7-11 匹）を 1.5 L の水槽に追加 

・水と魚の両方の親化合物の濃度を、7〜11 の時点で 48 時間 HPLC を使用して分析 

・実験の 2 日前まで魚に毎日給餌 

・濃度分析では、サンプルを採取するたびに魚と水の量を調整 

・ピペロニルブトキシド（PBO：シトクロム P450 アイソザイムの部位に結合する基質

の既知の生体内変換阻害剤）の添加／非添加区を設定して、生体内変換の有無による

生体内蓄積を決定 

・この方法では非生物的プロセスによる損失と、生体内変化制御を区別することも可能 

 

魚の濃度から決定された摂取率は、水相の濃度の減少から決定された摂取率と一致し

なかった。そのため、ばく露された魚体からのフルオランテンの回収率は、ヘキサンに

溶解した PAH を添加した魚体（16%）と比較して、わずかだが下方調整する必要があっ

た。 

フェナントレンの場合、魚の増加と水分濃度の減少は、スパイクした魚のホモジネー

トから決定されたフェナントレンの回収率（+ 3%）と一致していた。 

PBO の非存在下で計算された BCF 値は、フルオランテンで 3,400 L/kg であった。 

フェナントレンでは生体内変化の影響は観察されなかったが、生体内変化を考慮する

ことでフルオランテンの取り込みをより適切にモデル化できた。 
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水槽内の魚体量（3 g/L 以上）は、OECD ガイドライン 305 で推奨されている上限の 3

倍であった。ただし、修正 Banerjee 法では、この濃度の魚は、水中濃度から摂取量をモ

デル化できるよう、水中濃度を下げるために必要であるとされている。（EU RAR の評

価：妥当性 (Validity) = 2） 

 

（２）Weinstein and Oris, 1999 

・ファットヘッドミノー（ふ化後 48 時間の稚魚）を用いた研究 

・止水式システム 

・フルオランテンはジェネレーターカラムで調製 

・1 濃度区あたり 150 ml 溶液（調製は水道水） 

・4 濃度区設定 

・水道水区とは別に溶存フミン酸区も設定 

・HPLC を使用して 1 日暴露した後、水と魚中の親化合物の濃度を測定 

 

すべてのフルオランテン濃度区で溶解有機物の濃度とともに BCF が一貫して指数関数

的に減少した。溶存フミン酸区でも BCF 値に有意な違いはなかった。 

水道水区の BCF 値は 9,054±555 L/kg であり、EU RAR の評価は妥当性= 2 であった。 

 

（３）McLeese & Burridge 1987 

・ハマグリ (Mya arenaria)、ムラサキイガイ (Mytilus edulis)、エビ (Crangon 

septemspinosa)、多毛類虫 (Nereis virens) への PAH の蓄積性の測定 

・5 種の PAH（フェナントレン、フルオランテン、ピレネン、トリフェニレン、ペリレ

ン）の混合物を含む海水に 4 日間ばく露後、10ºC の海水で 2 週間維持（浄化） 

・ばく露期間中は生物と水を毎日採取、浄化期間中は 1、2、4、7、14 日目に生物を採

取 

・HPLC を使用したサンプル分析 

・BCF 算出 

 

フルオランテンの BCF はハマグリで 4,120 L/kg、イガイで 5,920 L/kg、エビで 180 

L/kg、多毛類で 720 L/kg であった。本研究は詳細に文書化されており、EU RAR の評価

は妥当性= 1 であった。 

 



 56 

（４）Cho et al. 2003 

・ファットヘッドミノー（Pimephales promelas）の幼魚（ふ化後 4 日目） 

・メチル tert-ブチルエーテル（MTBE）添加／非添加のフルオランテンにばく露して、

MTBE がフルオランテンの生体内蓄積と毒性を高めるかどうかを判断 

・脱塩素化及び炭素フィルター処理された水道水（22ºC; pH 7.6、硬度 248 mg/L 

CaCO3）を使用 

・流水式でフルオランテンが 20μg/ L、MTBE が 0 または 40μg/ L の濃度で 24 時間ば

く露 

・24 時間ばく露後、浄化段階へ 

・1 日 30 分間、少量の給餌（エビ）あり 

・ばく露及び浄化期間中に魚体を数回サンプリング 

・魚体及び水中のフルオランテンの濃度は、逆相 HPLC を使用して測定 

・同じシステムにおいて 96 時間ばく露中に毒性試験実施 

・速度定数を使用して BCF を決定 

 

MTBE の存在により、取り込み率は 37%高く、排出率は 30%低くなり、BCF は MTBE

が存在しない場合（BCF = 14,836 L/kg）の 2 倍（BCF = 29,208 L/kg）であった。EU RAR

の評価は妥当性= 1 だった。 

 

a.-2) ECHA SVHC サポート文書 (2018) における評価 

2018 年に公表された ECHA SVHC サポート文書においては、a.-1) 項の EU RAR の内

容に対する Bleeker and Verbruggen（2009）19におけるレビューが引用されており、さら

に追加データの試験データが評価された。 

 

（１）De Maagd 1996 

Bleeker and Verbruggen（2009）のレビューでは、この研究の信頼性は 2 で、ファットヘ

ッドミノーの BCF が 2,772 L/kg と報告されており、B の基準を満たしている。 

 

（２）Weinstein and Oris, 1999 

                                                        
19 https://www.rivm nl/bibliotheek/rapporten/601779002.pdf 

（Bleeker and Verbruggen 2009 Bioaccumulation of polycyclic aromatic hydrocarbons in aquatic organisms. 

RIVM report 601779002/2009.） 
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Bleeker and Verbruggen（2009）のレビューでは、この研究では乾燥重量に基づいた結果

が報告されており、湿重量に基づく BCF との比較は困難であるとされ、信頼性 (reliability) 

は 4（割り当て不可）に格下げされている。  

 

（３）McLeese & Burridge 1987 

2017 年 6 月の ECHA R.11 ガイダンスバージョン 3.0（69 ページ）に従うと、魚類以外の

分類群（例えば、ASTM (2003) のイガイの生物濃縮試験）を使用して、水生環境及び有効

な生物濃度を測定できる。他の分類群で決定された BCF は、B / vB 基準が満たされている

かどうかの評価に使用できるため、無脊椎動物で最も信頼性の高いデータを使用して、フ

ルオランテンの B / vB 特性を結論付けることは有効である。したがって、この物質は、M. 

edulis の BCF＝5,920 L/kg により、B / vB 基準を満たしている（信頼性 1）。 

 

（４）Cho et al. 2003 

短時間のばく露であること、BCF 値が乾燥重量に基づいている可能性があるために妥当

性 (Validity) が 4 に格下げされた。 

 

（５）Newsted＆Giesy 1987 

ミジンコに 24 時間ばく露を行った生体内蓄積の研究では、止水式システムの定常状態

で BCF が 1,742 L / kg と決定された。（妥当性= 2） 

 

（６）追加の試験データ 

SVHC サポート文書作成中に、魚類の試験データが新たに利用可能になった（表 2.2.2- 1

の（６）のデータ）。これらの新しいデータの信頼性は評価されていないが、得られた

BCF 値の一部は 2000 L/kg のカットオフ値を上回るか、カットオフ値に近い値であった。 

 

また、表 2.2.2-1 には引用されていないが、TMF 値に関する 5 つの研究が参照され、

TMF 値の範囲は 0.11〜1.2 g food/g bw で、平均値は 0.58 g food/g bw であったとされてい

る。ECHA R.11 ガイダンスにおいては、TMF 値自体は物質が生物蓄積性ではないことを結

論付ける根拠としては使用できず、補足情報とみなされることが示されており、当該

SVHC サポート文書においても、TMF 値が入手可能な場合でも、物質が生物蓄積性を示さ

ないと結論付けることはできないとされている。 
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以上から、水生生物に対する生物蓄積性にまとめとして、貝類では vB 基準（BCF> 5000 

L / kgbw）が明確に満たされ、高等生物では懸念がほとんど緩和されないことを考慮する

と、フルオランテンは非常に生体内蓄積性である（vB 基準に該当する）と特定されるべき

であると評価されている。 

 

b. 陸生生物（土壌生息生物、脊椎動物）での生物蓄積性 

CTPHT に関する EU RAR では、Eisenia Andrei に対するフルオランテンの BCF 計算値が

1,900 であると報告されており、この値は合理的な最悪のケースを表すと考えられてい

る。なお、この QSAR の結果文書は REACH 付属書 XI に準拠していないため、その信頼

性は制限されていた。 

 

③ 評価の要約 

さまざまな生物の生物濃縮係数は、180 L/kg（C. septemspinosa）から 14 836 L/kg（P. 

promelas）の範囲であった。 

ばく露された生物種における物質の生体内変化の可能性も、生体内蓄積の評価における

重要な要素である。生物の初期段階の BCF 値は、成体段階よりも高い場合がある。魚類や

軟体動物は PAH をある程度代謝する能力を持っているが、藻類や貧毛類では PAH の代謝

の証拠は観察されていない。 

よって、フルオランテンの生体内蓄積の可能性は、PAH を代謝する能力（生体内変化）

の相違によって生物間で異なる可能性がある。特に魚類（2,772 L/kg）及び軟体動物

（4,120 - 5,920 L/kg）で高い BCF 値が報告されている。 

特定の栄養段階に懸念がある場合は、物質が B 基準を満たしていると特定するのに十分

な理由となる。さらに、ECHA R.11 ガイダンスによれば、水生生物種における生物濃縮ま

たは生物蓄積の研究結果のみでも B / vB 特性についての結論が出せれば、物質は B または

vB とみなすことができる。したがって、フルオランテンは非常に生体内蓄積性 (vB) の物

質であると結論付けられる。 

なお、この結論は CTPHT に関する SVHC サポート文書（ECHA 2009）20にもすでに記載

されている。 

 

 

                                                        
20 https://echa.europa.eu/documents/10162/73d246d4-8c2a-4150-b656-c15948bf0e77 
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不確実性分析 

魚類とは対照的に、多くの無脊椎動物は代謝能力が低いため、BCF 値が高くなることが

知られている。ECHA R.11 ガイダンスでは、フィールド調査の結果は、物質の生体内蓄積

特性の総合評価の一部として考慮されるべきであると述べられている。しかし、現在、標

準的な方法論とそのような結果の解釈のためのガイドラインに関するコンセンサスはな

く、これらの結果の解釈に不確実性がある。 

 

結論 

本事例においては、貝類で vB 基準（BCF> 5,000 L / kgbw）が明確に満たされ、高等生物

では懸念がほとんど緩和されないことを考慮すると、フルオランテンは非常に生体内蓄積

性である（vB 基準に該当する）と特定されるべきであると結論されている。 

 

フルオランテンの評価事例についての考察 

フルオランテンの評価では、魚類試験において信頼性が確認された（信頼性レベル 2）

データとして、BCF が 2,772 L/kg との報告が得られている。また、貝類について、信頼性

レベル 1 に評価されたデータで、BCF が 5,920 L/kg とのデータが得られている。これらが

判断根拠のキーとなるデータであり、さらに、魚類について信頼性の判断はされていない

ものの、BCF が 2,000 L/kg を超える複数のデータがあり、貝類でも BCF が 4,120 L/kg との

報告や 2,000 L/kg に近い値の複数のデータが得られており、これらがサポートデータとな

ってフルオランテンは、非常に生体内蓄積性 (vB) の物質であるとの判断がされている。 

以上から、本事例では魚類の蓄積性試験データを含め、その他のデータも総合的に評価

したうえで蓄積性の判断がなされていることが明らかとなった。 
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2.2.3. ECHA による光分解性評価事例 

ECHA のテンプレートに従った形式に整理されている事例ではないが、光分解性に関す

る評価事例の概要を以下に示す。詳細は付属資料 2.1-1 に整理した。フルオランテンの事

例と同様に、可能な限り ECHA の WoE 評価の評価項目ごとに情報を整理した。 

 

対象物質 デカブロモジフェニルエーテル 

 

対象項目 光分解性 

情報源 ECHA SVHC サポート文書（2012 年）21 

 

デカブロモジフェニルエーテル（DecaBDE）は主に大気中の微粒子に吸着される可能性

が高いため、微粒子に吸着した状態での光変換に関するデータが最も重要である。 

DecaBDE の大気中光変換について、低臭素化 PBDE（臭素数が 10 より少ないポリブロ

モジフェニルエーテル）を生成する可能性については、いくつかの報告においていくらか

矛盾する情報が提示されている。研究結果の解釈が使用された光強度と波長の範囲によっ

て複雑になることが理由と考えられる。最も関連性の高い研究は、自然光へのばく露によ

る研究である可能性が高い。 

一方、微粒子に吸着した decaBDE が十分な時間スケールで日光にばく露されると、少量

の heptaBDE または hexaBDE に変換されることがあると以下のように報告されている。 

・decaBDE が日光に 200 時間ばく露された研究では、nonaBDE に 10%、octaBDE に

2.4%、heptaBDE に約 0.2%の割合で変換される 

・プラスチック粒子に吸着した decaBDE が日光にばく露されると、数日から 1 週間のタ

イムスケールで nonaBDE（及びより少量の octaBDE）が形成される可能性がある 

・より長時間のばく露では、低分子量同族体へのさらなる分解の証拠がある 

・未同定の生成物は、decaBDE の主要な光分解生成物である可能性がある 

・トリブロモオクタベンゾフランからオクタブロモジベンゾフランにも少量変換される 

 

                                                        
21 https://www.echa.europa.eu/documents/10162/b41b5e85-68c6-4522-980f-75f3e0f7f21d 
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US TSCA ・63 FR 53417 - Proposed Category for Persistent, Bioaccumulative, and Toxic 

Chemical Substances28 

・ Policy Statement on a New Chemicals Category for Persistent, 

Bioaccumulative, and Toxic (PBT) Chemicals29 

Canada CEPA ・Implementation Guidelines for the Environmental Emergency Regulations 

201130 

 

 

3.2. 各対象国の分解性・蓄積性判定基準 

3.2.1. POPs 条約 

PB 評価の目的 

当該物質が残留性有機汚染物質（Persistent Organic Pollutants : POPs）31かどうかを判定す

ること。専門家らの検討を経て POPs に該当することが結論された場合には締約国会議で

POPs 条約附属書に収載され、条約加盟国は製造輸入禁止等の義務を負う。 

 

P 基準 

Persistence（残留性）→i)又は ii)に該当する場合 

i) 物質半減期 

水中半減期＞2 か月 

土壌中半減期＞6 か月 

底質中半減期＞6 か月 

ii) 十分な程度の残留性があるという証拠 

 

B 基準 

Bio-accumulation（生物濃縮性）→i)、ii)又は iii)に該当する場合 

i) 水生生物種への生物濃縮係数（BCF）＞5000 又は 生物蓄積係数（BAF）＞5000 又

は データがない場合は log Kow ＞ 5 

ii) 他の種への高い生体内蓄積性、高い毒性又は生態毒性など、懸念に対する他の理由を

示す証拠 

iii) 十分な程度の生物蓄積性を示す生物相のモニタリングデータ 

 

                                                        
28 https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-1998-10-05/pdf/FR-1998-10-05.pdf 
29 http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-1999-11-04/pdf/99-28888.pdf 
30 http://www.ec.gc.ca/LCPE-CEPA/default.asp?lang=En&n=1FB6D405-1&offset=18 
31 毒性、難分解性、生物蓄積性、長距離移動性の性質を有する物質 
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3.2.2. EU REACH 

PB 評価の目的（REACH 規則付属書 I） 

・当該物質が付属書 XIII に示された基準を満たすかどうかを決定すること（PBT 物質及び

vPvB 物質の特定） 

・満たすのであれば当該物質の潜在的な排出を特性化すること 

 

P 基準（REACH 規則付属書 XIII） 

Section 1 PBT 物質及び vPvB 物質の特定のためのクライテリア 

[PBT 物質] 

Persistent（残留性）→次のいずれか 

・海水中半減期＞60 日 

・淡水/汽水中半減期＞40 日 

・海水底質中半減期＞180 日 

・淡水/汽水底質中半減期＞120 日 

・土壌中半減期＞120 日 

 

[vPvB 物質] 

vP（究極的残留性）→次のいずれか 

・海水/淡水/汽水中半減期＞60 日 

・海水/淡水/汽水底質中半減期＞180 日 

・土壌中半減期＞180 日 

 

これらの基準とともに WoE を用いるアセスメントの情報（Section 3.2）が考慮される。 

 

Section 3.2 アセスメント情報 

3.2.1 P 又は vP 

（a）表層水の分解に関するシミュレーション試験の結果 

（b）土壌の分解に関するシミュレーション試験の結果 

（c）底質の分解に関するシミュレーション試験の結果 

（d）適合性と信頼性が合理的に実証できる場合、野外調査またはモニタリング調査か
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らの情報など、その他の情報 

 

Section 1 に規定される基準とともに Section3.2 にリストされる全ての関連する利用可能

な情報と比較することによって専門家判断を用いた WoE が適用される。 

 

 

B 基準（REACH 規則付属書 XIII） 

Section 1 PBT 物質及び vPvB 物質の特定のためのクライテリア 

[PBT 物質] 

Bioaccumulative（生物濃縮性） 

水生生物種への BCF＞2000 

 

[vPvB 物質] 

vB（究極的生物濃縮性） 

水生生物種への BCF＞5000 

 

これらの基準とともに WoE を用いるアセスメントの情報（Section 3.2）が考慮される。 

 

Section 3.2 アセスメント情報（付属書 XIII） 

3.2.2 B 又は vB 

（a）水生生物種の生物濃縮性または生物蓄積性研究の結果 

（b）生物蓄積性の可能性に関して、適合性と信頼性が合理的に実証できることを条件

として、次のようなその他の情報 

—陸生生物種の生物蓄積性研究の結果 

—血液、乳、脂肪などの人の体液または組織の科学的分析によるデータ32 

—周囲の環境のレベルと比較して、特に絶滅危惧種または脆弱な個体群での生物相のレ

ベル上昇の検出 

—動物の慢性毒性試験の結果 

—物質のトキシコキネティック挙動の評価 

                                                        
32 血液中のアルブミン等のタンパク質に結合する物質の報告が得られている（Ng CA and Hungerbühler K 

(2014) Bioaccumulation of perfluorinated alkyl acids: observations and models. Environ. Sci. Technol., 48(9), 4637-

4648.）。 
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（c）物質の食物連鎖内での生物学的拡大能力に関する情報、可能であれば、生物学的拡

大係数（biomagnification factors）または栄養学的拡大係数（食物連鎖増幅係数、trophic 

magnification factors）で表される情報 

 

Section 1 に規定される基準とともに Section3.2 にリストされる全ての関連する利用可能

な情報と比較することによって専門家判断を用いた WoE が適用される。 

 

 

3.2.3. US TSCA 

PB 評価の目的 

TSCA Section 6(h) は難分解性、生態蓄積性及び毒性を有する化学物質を特定し、当該化

学物質の制限又は禁止等により、人の健康や環境を損なうリスクに対処し、ばく露を低減

させることを目的としており、2012 年に公表された TSCA Work Plan TSCA Work Plan 

Chemicals: Methods Document33に PB 基準とスコアの関係が定められている。 

なお、ハザード評価において、バイオモニタリング調査や各種試験系におけるメカニズ

ム的及び/又は動態学的調査（トキシコキネティクス及びトキシコダイナミクス、計算毒性

学、遺伝子応答アッセイ、構造活性相関からのデータ、生態学的フィールドデータを含む

もの、ただしこれらに限定されない）が調査されるとの記述がある。 

 

P 基準（TSCA Section 6(h)） 

Persistence scoring 

半減期＞6 ヶ月 スコア 3 

半減期≧2 ヶ月 スコア 2 

半減期＜2 ヶ月 スコア 1 

 

B 基準（TSCA Section 6(h)） 

Bioaccumulation scoring 

BCF or BAF＞5000 スコア 3 

BCF or BAF≧1000 スコア 2 

BCF or BAF＜1000 スコア 1  

                                                        
33 https://www.epa.gov/sites/production/files/2014-03/documents/work plan methods document web final.pdf 
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3.2.4. Canada CEPA 

PB 評価の目的 

難分解性、生物蓄積性を含む物質の性質又は特性を決定（環境運命と分布の評価に用い

る）するために評価を行う。 

（当該物質が CEPA 1999 のセクション 64 に定められた基準を満たしているかどうかの

判定が評価の結論であり、上記はその Line of Evidence の 1 つという位置付けになってい

る。） 

 

P 基準（SOR/2000-107） 

Persistent（残留性）→次のいずれか 

(a) 大気 

 i) 半減期 ≧ 2 日 又は、 

 ii) 発生源から遠隔地への大気輸送の影響を受けやすい 

(b) 水中における半減期 ≧ 182 日以上 

(c) 底質中における半減期 ≧ 365 日以上 

(d) 土壌中における半減期 ≧ 182 日以上 

 

 

B 基準（SOR/2000-107） 

Bioaccumulative（生物濃縮性）→次のいずれか 

(a) BAF (Bioaccumulation factor) ≧ 5000 

(b) BAF が決定できない場合、BCF (Bioconcentration factor)  ≧ 5000 

(c) BAF も BCF も決定できない場合、log Kow ≧ 5 

 

OECD または他の同様の組織に一般的に認められた方法に従った、またはそうでない場

合には、科学的にで一般に認められている方法に従った物質固有の特性、生態系、環境の

条件を考慮した方法に基づき物質に関する残留性及び生物蓄積性が決定される。 
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3.2.5. 日本化審法 

PB 評価の目的 

「難分解性」、「高蓄積性」及び「長期毒性（人又は高次捕食動物）」を有する化学物質

を特定すること。（逐条解説） 

なお、分解性データはリスク評価時のパラメータにも使用される。 

 

P 基準 

《分解度試験》 

①良分解性 

以下のいずれかであること。 

・３つの試験容器で実施した場合には、２つ以上で BOD による分解度が 60％以上であ

り、かつ、３つの平均が 60％以上であること。 

・２つの試験容器で実施した場合には、BOD による分解度の平均が 60％以上であり、

かつ、BOD による分解度がいずれも 60％以上であること又は分解度の最大と最小の差が

20％未満であること。 

上記の判定に当たっては、併せて HPLC、GC 等の直接分析法により分解生成物が生成

していないことが確認されること。 

なお、通知で定められた試験方法による試験成績が上記の基準を満たさない場合には、

BOD による分解度以外の試験結果等を考慮して総合的に判定を行うことができる。ま

た、BOD 曲線等から試験終了後も引き続き生分解していることが示唆される場合（上昇

傾向等）には、OECD テストガイドライン 302C による試験成績に基づいて判定を行うこ

とができる。 

②難分解性 

・良分解性でないこと。 

 

B 基準 

《濃縮度試験又は Pow 測定試験》 

①高濃縮性 

・生物濃縮係数が 5,000 L/kg 以上であること。 

②高濃縮性でない 

以下のいずれかであること。 

・生物濃縮係数が 1,000 L/kg 未満であること 
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・１－オクタノール／水分配係数（Pow）の常用対数が 3.5 未満であること。ただし、

界面活性のある物質、分子量分布を有する混合物、有機金属化合物、純度の低い物質

（HPLC 法を除く）及び無機化合物には適用しない。 

③生物濃縮係数が 1,000 L/kg 以上、5,000 L/kg 未満の場合には、必要に応じ、以下の成

績及び知見を考慮して高濃縮性かどうかを総合的に判断する。 

・排泄試験 

・部位別（可食部）の生物濃縮係数 

・濃度依存性に関する知見 

上記の判定に当たっては、原則として、定常状態における生物濃縮係数を用いること。

③の場合においては、その他のエンドポイント（BCFSSL、BCFK、BCFKL、BCFKg、

BCFKgL）を含めて判断する。また、生物濃縮係数に濃度依存性が懸念される場合には、必

要に応じてより低濃度区での試験を行い、その成績を踏まえ判断する。 

 

これらの情報を一覧表形式にしたものを付属資料 3.2-1 に示す。 

 

 

3.3. EU REACHにおけるスクリーニング試験に対する判定のガイダンス 

REACH 規則ガイダンス（Guidance on Information Requirements and Chemical Safety 

Assessment Chapter R.11: PBT/vPvB assessment, Version 3.0, 2017）には、法規に記載されてい

る判定基準に対してスクリーニングの位置付けにあたる試験の結果あるいはモデル予測値

（スクリーニング情報）を残留性の判断（「P ではない及び vP ではない」、「潜在的に P 及

び vP」）に用いる方法が示されている（付属書 1.3-4、1.3 項参照）。 

スクリーニング情報が利用可能な場合、表 3.3-1（R.11-4 より引用和訳）にリストされ

たスクリーニング閾値を用いて、物質の残留性について最終的な結論を下せるかどうか、

またはさらなる情報が必要かどうかを判断できる。この表において、スクリーニングの基

準が提供されている場合にのみ適用可能であり、表の結論以外の結論を導くことは望まし

くない。ただし、これらの基準はあくまで指標であり、評価者は結論を出す前に他の兆候

等を考慮する必要が注記されている。 
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表 4.1-3 分解性/蓄積性関連試験一覧 
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図 4.1-1 化学物質の排出/流入経路に応じた分解性試験の位置付け概念図 

（赤字丸数字は表 4.1-3 の番号及び付属資料 4.1-1 の番号に対応）
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4.1.2. 各試験方法に基づくデータ数の整理 

分解性・蓄積性に関わる各試験方法に基づくデータ数を e-ChemPortal41を活用して調査し

た。e-ChemPortal には、「物質検索（Substance Search）」、「特性検索（Property Search）」及

び「分類検索（Classification Search）」の 3 つの機能があり、今回は試験の種類やデータ品

質等に基づく情報検索が実施できる「特性検索」を用いて検索した。 

なお、この「特性検索」には、データベースとして REACH 登録情報、OECD SIDS 

IUCLID の情報、カナダのカテゴリゼーションの結果及び J-CHECK が紐付けられており、

これらを対象にデータ数を検索することになる。 

e-ChemPortal の「特性検索」において以下の条件で検索を実施した結果、検索にヒット

した物質の CAS RN の重複や CAS RN がない物質があった。本調査では CAS No.がある物

質について、CAS RN の重複がないようにデータ数を集計した。また、e-ChemProtal によ

る検索を行った結果、OECD 301C 試験のデータ数が少ないように思われた。そこで、独立

行政法人製品評価技術基盤機構（NITE）の Web42から公開されている既存及び新規化学物

質のデータ数を集計した。 

表 4.1-4 e-ChemPortal でのデータ数調査の検索条件 

Data Source：  Canadian Categorization Result (CCR) 

 European Chemicals Agency’s Dissemination portal with 

information on chemical substances registered under REACH. 

(ECHA CHEM) 

 European Chemicals Agency’s Dissemination portal with 

information on chemical substances registered under REACH. 

(ECHA REACH) 

 J-CHECK 

 OECD Existing Chemicals Screening Information Data Sets 

(SIDS) Database (OECD SIDS IUCLID) 
Query Block Type Environmental Fate and Patyways 

 Biodegradation  

 Biodegradation in water: Screening Test 

 Biodegradation in water and sediment: simulation test 

 Biodegradation in soil 

 Bioaccumulation 
 Bioaccumulation: aquatic/sediment 

 Bioaccumulation: terrrestrial 

Type of information Experimental study 

Reliability 1 (reliable without restrictions) 

2 (reliable with restrictions) 

Quantifier According to 

 

                                                        
41 https://www.echemportal.org/echemportal/propertysearch/page.action?pageID=0 
42 https://www.nite.go.jp/chem/qsar/bunchiku qsar.html 
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表 4.2-2 推計方法の情報整理項目 

ツール名・開発者 

原則 1：エンドポイントの定義 
予測対象（生物種、ガイドライン等） 

具体的に予測する対象（従属変数）   等 

原則 2：曖昧さのないアルゴリズム 
アルゴリズム 

記述子（独立変数）             等 

原則 3：適用範囲の定義 
適用範囲 

適用範囲の規定方法             等 

原則 4：適合度、頑健性、予測性の適切

な評価 

トレーニングデータセット及び外部データセットの入手性 

トレーニングデータセット及び外部データセットの内容 

適合性 （goodness-of-fit） 

頑健性（Robustness) 

予測性（Predictivity）           等 

原則 5：可能な場合、メカニズムに関す

る解釈 
メカニズム等の情報等 

化学物質法規等での活用実績等 

参考文献 

 

分解性・蓄積性に関する個別モデルの詳細を表 4.2-3 に示す。また、各ソフトウェアの

簡単な特徴を以下に概説する。 

 

CATALOGIC： 

CTALOGIC は、ブルガリアの Dr. Mekenyan 率いる Laboratory of Mathematical 

Chemistry（LMC）が開発した市販のソフトウェアである。CTALOGIC に含まれる

CATALOGIC 301C は、既に化審法審査の際にその予測結果が参考資料として提供され

ており、過去にも調査されている49。そのため、詳細は割愛するが、分解パスウェイあ

るいは代謝パスウェイに基づく分解性や生物濃縮性を予測するモデルが含まれている。

各分解あるいは代謝パスウェイについての解説も閲覧でき、WoE による評価に活用す

る際には、解釈しやすく、説明性も高いと考えられた。 

 

EAWAG-BBD Pathway Prediction System： 

EAWAG-BBD はミネソタ大学により運営されている微生物における生体触媒作用及

び生分解パスウェイの Web 上のデータベースであり、分解性を予測することもできる50

（無償で利用可能）。予測により、生分解パスウェイ、分解生成物及び各生成物の分解

                                                        
49 みずほ情報総研株式会社(2011)経済産業省委託 平成 23 年度環境対応技術開発等 （化審法スクリーニ

ング評価・リスク評価における QSAR 等の活用に係る調査等） 
50 http://eawag-bbd.ethz.ch/predict/ 
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の可能性を予測できる。予測された各分解経路について既知見の解説が閲覧できる。

WoE による評価に活用する際には、既知見の情報が充実しているため解釈しやすく、

説明性も高いと考えられた。 

 

Danish QSAR Database： 

デンマーク環境保護庁、北欧理事会及び ECHA の支援によりデンマーク工科大学国

立食品研究所が開発した Web 上のツール51であり、600,000 超の化学物質に関する既存

の無償及び有償(Q)SAR モデルの予測結果が検索できる。また、独自に開発したモデル

も搭載している。 

 

EPI Suite： 

EPI Suite は米国環境保護庁（US EPA）により無償提供されているダウンロード可能52

なソフトウェアである。EPI Suite では物理化学的性状、環境中運命及び生態毒性に関す

るエンドポイントを予測できる。後述する OECD Toolbox や VEGA にも EPI Suite に搭

載されているモデルが活用されており、最も広く活用されている(Q)SAR ソフトウェア

のひとつである。搭載モデルの多くは構造フラグメントに付与された値に予測を行って

おり、それらの値が公表されていることも含めて、アルゴリズムの透明性が高いモデル

と言える。 

 

OECD Toolbox： 

OECD 及び ECHA が中心となって開発されている無償ツールである53。搭載されてい

るデータベースや化学物質の特徴を見出すプロファイラーは各国の行政機関や研究機関

等から提供されている。分解性・蓄積性に関しては、EPI Suite に搭載されたモデルを活

用した予測が可能であるとともに、LMC が開発した非生物的あるいは微生物による代

謝による生成物を推定できるシミュレーターが搭載されていることも特徴のひとつであ

る。また、表 4.2-3 には示していないが、Toolbox には各種の化学物質の特性（物理化

学的性状、環境中運命、毒性等の各種データ）に関するデータベースが搭載されてお

り、類似物質を検索すると共に、類似物質が有する特性を把握でき、read-across を行い

易い環境を提供するツールでもある。 

                                                        
51 http://qsar food.dtu.dk/ 
52 https://www.epa.gov/tsca-screening-tools/download-epi-suitetm-estimation-program-interface-v411 
53 https://qsartoolbox.org/download/ 
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VEGA： 

VEGA は欧州のプロジェクトで開発された無償のダウンロード可能54なソフトウェア

である。異なるデータセット及び異なるアルゴリズムで開発された(Q)SAR モデルを同

一の出力様式により結果が出力される。VEGA の特徴として、適用範囲を活用した予測

結果の信頼性出力がある。VEGA では適用範囲に関連する項目として各モデルのトレー

ニングデータセット中に含まれる類似物質との類似性、類似物質における予測性能、予

測モデルに使用されている記述子あるいは構造フラグメントの評価等が行われる（項目

はモデルによって異なる）。この評価結果に基づき算出される全体としての適用範囲指

標（ADI）を VEGA では予測結果に対する信頼性指標として用いている。ADI が各モデ

ルで設定している一定水準より低い場合、適用範囲を評価する際に検討した項目のう

ち、問題があると考えられる点について提示され、専門家判断の要否も提案される。 

また、モデルによるが、可能な場合には予測に対する理由付け（Reasoning）として関

連する構造フラグメントや分子記述子の解析結果が提供される。 

全てのトレーニングデータセット及び検証データセットを VEGA 内からダウンロード

できる。 

 

T.E.S.T. 

T.E.S.T.も US EPA によって開発された無償のダウンロード可能55なソフトウェアであ

る。ひとつのエンドポイントについて、同一のデータセットを用いて複数のアルゴリズ

ムによるモデルが提供されている。異なるアルゴリズムによっても類似した結果が得ら

れることで予測結果が信頼できるとする考え方である。 

トレーニングデータセット及び検証データセットを Web からダウンロード 55できる。 

 

 

 

                                                        
54 https://www.vegahub.eu/download/ 
55 https://www.epa.gov/chemical-research/toxicity-estimationsoftware-tool-test 
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4.3. 判定基準と、各種試験方法・推計方法等との対応関係の整理 

3.2 項で調査した分解性/残留性・蓄積性に関する判定基準と各種試験法及び推計方法と

の対応関係について整理した。 

 

4.3.1. 分解性 

各国/地域の分解性/残留性の判定基準は 3.2 項に示したとおり、POPs 条約、EU 

REACH、US TSCA、Canada CEPA では全て半減期が指標となっている。一般的にシミュレ

ーション試験と呼ばれる実際の排出環境を模した試験法（OECD 314A、EPA 835.3280 等）

においては、試験の目的に応じて一次分解や無機化の分解速度や半減期を求める試験設計

がされており、結果としてこれらの値を得ることが可能である。シミュレーション試験以

外の易生分解性試験や本質的生分解性試験等においては、分解性の指標として求められる

のは分解度のみであり、通常はこれらの結果と各国の判定基準を直接比較することは困難

である。しかし、3.4 項で示した半減期の当てはめを用いることによって分解性の指標と

して分解度しか得られない試験結果と半減期で表されている判定基準とを比較することが

できる。 

もしくは、3.3 項で示した EU REACH 規則のように、分解度が求まる試験結果から残留

性の潜在的可能性の有無を判断できるガイダンス等を作成することも一律の基準で判定す

るための一案として考えられる。 

分解性/残留性各試験における分解性指標（分解度または分解速度（半減期）とともに関

連する推計方法について表 4.3-1（生物分解）及び表 4.3-2（非生物分解）に整理した。な

お、表中では試験法に対応する評価指標の有無に基づき該当する推計方法の名称を記載し

た。また、EPI SuiteTMに搭載されている分解性・蓄積性に関するモデルは OECD Toolbox

及び VEGA においても一部改変して用いられているが、これらの OECD Toolbox 及び

VEGA のモデルは原理的に類似しているため表には含めていない。 
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表 4.3-1 分解性/残留性各試験における測定項目と分解性指標（生物分解） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※試験物質及び変化物の特定と定量を含む場合有り（直接分析）、a) 無機化の確認を目的とした分解速度の決定や変化物の同定の可否は試験条件による場合がある 
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表 4.3-2 分解性/残留性各試験における測定項目と分解性指標（非生物分解） 
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4.3.2. 蓄積性 

各国/地域の生物蓄積性判定基準は 3.2 項に示したとおり、POPs 条約、EU REACH、US 

TSCA、Canada CEPA では試験等を限定しておらず、BCF、BAF、あるいは log Kow が判定

基準の指標となっている。また、POPs 条約では、水生生物以外の種への高い生体内蓄積

性、高い毒性又は生態毒性など、懸念に対する他の理由を示す証拠も指標の一つとして示

されており、必ずしも基準値が設定された記載にはなっていない。他にも REACH 規則の

ように、具体的な基準値は示されていないものの、生物蓄積性の可能性に関して、適合性

と信頼性が合理的に実証できることを条件として、次のような情報、また、物質の食物連

鎖内での生物学的拡大能力に関する情報、可能であれば、生物学的拡大係数

（biomagnification factors）または栄養学的拡大係数（食物連鎖増幅係数、trophic 

magnification factors）で表される情報を考慮して判定できるとされている。 

 

—陸生生物種の生物蓄積性研究の結果 

—血液、乳、脂肪などの人の体液または組織の科学的分析によるデータ 

—周囲の環境のレベルと比較して、特に絶滅危惧種または脆弱な個体群での生物相

のレベル上昇の検出 

—動物の慢性毒性試験の結果 

—物質のトキシコキネティック挙動の評価 

 

蓄積性については、付属資料 4.1-2 に示すように、ガイドライン化されている試験が分

解性に比べて少ない。各蓄積性試験とその結果として記載される指標とともに、に関連す

る推計方法を表 4.3-3 に整理した。水生環境を対象とした試験は、魚類濃縮度試験（水ば

く露法、餌料投与法）及びオイスター濃縮度試験のみである。これらの試験では、結果と

して BCF（あるいは BMF）が算出されるため、基準値と比較することができる。また、

底質や陸生環境においても、貧毛類を用いた生物濃縮性試験がガイドライン化されてお

り、BAF が算出されるため、判定基準と比較することが可能である。 
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表 4.3-3 蓄積性試験と指標 
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5. AI を活用した分解性に関する QSAR 予測手法の開発に係る調査  

本業務は静岡大学に再委託して実施した。 

 

5.1. 実施概要 

人工知能（以下、AI という）を活用することで定量的構造活性相関（QSAR）による予

測精度の向上を図ることを目的として、「平成３０年度化学物質安全対策（新規化学物質

の審査における定量的構造活性相関（QSAR）の活用のあり方に関する調査）（以下、平成

３０年度事業という）」にて開発した分解性についてのＡＩ活用型 QSAR 予測モデルのプ

ロトタイプの改良を行った。開発した AI 活用型 QSAR 予測モデルについては、化審法新

規化学物質審査での利用を想定して、その予測信頼性や適用範囲について検証を行う。さ

らに、化審法においては、分解生成物も管理対象となるため、分解生成物の予測モデルの

検討も行った。 

そのために、本年度は以下についての検討を行った。 

 

① プロトタイプの改良 

平成３０年度事業では、分子構造の 3 次元画像を説明変数とした 3 次元 Convolution 

Neural Network（CNN）による生分解性モデルのプロトタイプが構築されているが、更な

る予測精度向上を図るために、説明変数として用いている 3 次元画像データの高解像度

化、回転・拡大率の最適化等によるプロトタイプの改良を行う。上記のモデル改良によっ

ても誤判定率が目標を達成していない場合、以下の方法によりモデルの改良を試行する。 

・学習率、最適化関数選択、忘却率、正規化率、層構成、学習データ数、未学習デー

タ率等の 3 次元 CNN のハイパーパラメータの調整 

・化学記述子及び FingerPrint 類似性の推算結果の 3 次元 CNN への組合せ 

 

② 予測信頼性及び適用範囲の検証 

改良したモデルについては、未学習データに対する再現性能および予測性能を検証し、

難分解性物質を易分解性物質とする誤判定率が実用に耐える精度にあるかを検証する。ま

た、予測精度の高い物質の特徴を調査し、モデル適用範囲を検証する。また、推計結果と

実測結果が一致しなかった原因についての考察をする。 
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③ 分解生成物の予測モデル検討 

化審法においては、分解生成物も管理対象となるため、分解生成物の予測は不可欠であ

る。平成 30 年度事業においては、分解反応を説明変数とした類似物質の分解反応予測モ

デルを検討したが、学習データに利用できるデータが少なく、十分な検証が行えていな

い。そこで、分解反応の学習データを拡充するとともに、変化物データ及び分解曲線デー

タの活用方法を検討し、分解反応予測モデルによる変化物及び変化物の生成経路の予測精

度を検証する。 

 

5.2. 本調査の目的 

ウェイトオブエビデンス（WoE）や試験・評価への統合的アプローチ（IATA）等による

評価においては試験法に基づくデータだけでなく、推計方法も活用されている。化学物質

の構造から分解性及び濃縮性の定性的または定量的な推計を行う手法については、既存の

モデルでは十分な精度で推計できない物質群がある。AI を活用することで QSAR 予測精度

の向上を図ることを目的として、「平成３０年度化学物質安全対策（新規化学物質の審査

における定量的構造活性相関（QSAR）の活用のあり方に関する調査）（以下、平成３０年

度事業という）」にて開発した、分解性についての AI 活用型 QSAR 予測モデルのプロトタ

イプの改良を行う。開発した AI 活用型 QSAR 予測モデルについては、化審法新規化学物

質審査での利用を想定して、その予測信頼性や適用範囲について検証を行う。 
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5.3. 関連技術の最新動向等の調査 

経済産業省から 4276 物質の分解性試験データが提供された。全 4276 物質のうち、既存

と分類された物質が 1368 物質、新規と分類された物質が 2908 物質であった。分解性推算

ソフトとして市販されている CATALOGIC (v.10.14)およびその前身である CATABOL 

(v.02.08)の推算性能を調査した。CATABOL の推算結果を図１に、CATALOGIC の推算結果

を図２に示す。いずれも横軸が実測 BOD 分解性、縦軸が推算 BOD 分解性である。

CATALOGIC に比べて CATABOL はばらつきが大きく、推算性能が低い。推算性能がより

高い CATALOGIC であっても実測 BOD 分解性がほぼ０％の物質を高い分解性と推算する

ことが多いという欠点があることがわかった。 

 

 

図 5.3-1 CATABOL の推算結果（左が既存、右が新規） 

 

 

図 5.3-2 CATALOGIC の推算結果（左が既存、右が新規） 
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5.4. プロトタイプの改良 

昨年度の調査により「3 次元画像を用いた BOD 分解性推算モデル」をプロトタイプとし

て提案した。プロトタイプの改良のため、3 次元画像の高解像度化、3 次元 CNN

（Convolution Neural Network）のハイパーパラメータ調整に加えて、化学記述子および

FingerPrint 類似性との組合せを検討した。なお、FingerPrint 類似性は化学記述子にも変数

として含まれていたため、化学記述子を用いる場合に含めて検討した。また、化学記述子

（FingerPrint 類似性を含む）のみ、あるいは 3 次元画像のみを用いた推算性能と比較する

ため、化学記述子（FingerPrint 類似性を含む）のみ、あるいは 3 次元画像のみを用いた推

算についても検討した。 

FingerPrint を含む化学記述子との組合せを検討するため、まず化学記述子のみによる推

算を検討した。一般的な機械学習による推算では、ハイパーパラメータを最適化しても RF

を超える推算性能を得ることはできないことがわかったため、DeepLearning による推算を

試みた。その結果、ハイパーパラメータを最適化した 2 層構成において化学記述子のみを

用いた推算の中で最も高い推算性能を得た。 

次に、3 次元画像のみを用いてハイパーパラメータを最適化した DeepLearning による推

算を検討した。用いる 3 次元画像の解像度、原子サイズの表現拡大率を検討した結果、分

子サイズを最大化することにメリットがあった。学習する 3 次元画像数を増やすために、

意図的に回転させたところ、最大 90 度回転させた場合が最も高い推算性能を得た。さら

に、ネットワーク構造を多層化することによる精度向上を検討し、最大 8 層で最も高い推

算性能を得た。 

最後に、3 次元画像と化学記述子を両方用いて DeepLearning により推算した。3 次元画

像用ネットワークと化学記述子用ネットワークを組み合わせたネットワーク構造におい

て、重みを最適化することによって、化学記述子のみの場合や昨年度提案したプロトタイ

プである「3 次元画像を用いた BOD 分解性推算モデル」よりも高い推算性能（予測値の正

答率が 88%超）を得、目標としていた性能を達成できた。 

一方、難分解・易分解分類に特化させるためにデータ群構成を検討した。BOD 分解率

60％でデータ群を分けて学習することにより、易分解に対する再現性能と難分解に対する

予測性能は１％程度向上した。よって、BOD 分解率の回帰推算と難分解・易分解分類はデ

ータをそれぞれに特化させたデータ群による異なるモデルで行うことがよいと考えられ

る。  



 

 121 

 

5.5. 分解生成物の予測モデル検討 

5.5.1. 変化物データの 3 クラス分類 

変化物データの利活用のため、易分解か難分解か、難分解の場合には変化残留物（以下

では変化物と呼ぶ）が残るか否かを分類検討した（易分解の場合には変化物はないとし

た）。全 4276 物質のうち、良分解が 994 物質、難分解で変化物がない場合が 2327 物質、

難分解で変化物がある場合が 946 物質であった。これらを良分解、難分解変化物「な

し」、難分解変化物「あり」の 3 クラスとした。難分解で変化物有無が不明確な 9 物質は

検討外とした。 

各クラスのデータ数には偏りがあったため、学習においては、各クラスから同数をラン

ダム抽出して学習することを繰り返すことにより、データ数の偏りの影響軽減を試みた。 

 

化学記述子のみ、3 次元画像のみ、化学記述子と 3 次元画像の両方を用いて、それぞれ

易分解、難分解変化物「なし」、難分解変化物「あり」の 3 クラスに分類した。3 次元画像

のみを用いた場合の推算性能が最も低い推算性能であった。学習データに対しては化学記

述子のみの場合が最も高い推算結果を得たが、学習データに特化した過学習状態であっ

た。未学習データに対しては、化学記述子と 3 次元画像を組み合わせることにより汎用性

は向上したが、予測性能を向上させるには至らなかった。学習データを増やすこと、ネッ

トワーク構造を 3 クラス分類問題に最適化させることで推算性能を向上できると考えられ

た。 
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5.5.2. 変化物の構造予測 

経済産業省より提供された 4276 物質のうち、167 物質については分解過程が付与されて

いた。そこで、これら 167 物質からの分解過程を対象に検討した。対象物質（167 物質）

の分解過程は複数段階にわたるが、機械学習のため各分解過程を個別に 311 個の分解反応

として取り出した。すべての分解反応を学習したのち、分解過程を再現した結果学習した

物質と同じ物質が再現された。 

 

次に、311 この分解反応のうち、10 の分解反応を学習せず、推算した結果誤って推算さ

れる場合もあるが、正しく分解反応を推算できる場合もあった。10 の反応のうち、正しい

物質が含まれた場合が 2 反応、正しい物質を含まなかった場合が 4 反応、物質を予測でき

なかった場合が 4 反応であった。分解反応の学習が 301 反応しかなかったために、分解反

応の正答率は低いが、より多くの反応を学習することにより正答率を向上できる可能性が

あると考えられる。 

 

5.5.3. 分解反応の学習 

分解反応の学習データの拡充 

 

4276 物質の分解過程を予測し、120,363 反応を抽出した。4276 物質のうち 10 物質を抽

出し、これらからの分解反応以外を学習し、抽出物質からの反応を推算した。 

 

10 物質のうち、正解を含んだのが 4 反応であった。ただし、3 反応は他の物質の反応過

程に含まれた反応であったが、1 反応は学習していない反応を正しく推算できた。学習し

ていない反応を正しく推算できた場合を以下に示す。左の物質は中の物質に分解される反

応は学習していないが、右の正しい物質への反応を予測できた。正解を含まなかったのが

5 反応、推算できなかったのは 1 反応であった。 
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5.5.4. 分解曲線データの活用 

化学物質の分解性の判定者が分解曲線を参照する場合、最終的にどの程度まで分解され

るのか（最終値）、培養期間後半においてさらに分解が進む傾向にあるのか（傾き）が重

要な観点であると推察される。そこで、分解曲線から傾きおよび最終値の抽出を検討し

た。 

 

分解曲線から傾き、最終値抽出 

既存化学物質かつ「良分解または難分解変化物あり」の両方を満たす物質に対して検討

を行った。ただし、既存物質のデータが古いことから以下に該当するデータ等を取り除

き、デジタイズデータとして 20 物質の分解曲線を取得した。 

・分解曲線が保存されていないもの 

・分解曲線が数ページに渡っており取り込むために加工が必要なもの 

・現在と試験方法が一部異なるもの 

 

それぞれ物質について各分解曲線を以下の様に分類した。 

・汚泥＋被験物質（Sludge+Test substance）：S1、S2、S3 

・基礎呼吸区（Control blank）       ：B 

・水区（Water+Test substance）     ：W 

・汚泥＋アニリン（Sludge+Aniline）   ：A 

 

化学物質の分解性の判定者が分解曲線を参照する場合、最終的にどの程度まで分解され

るのか（最終値）、培養期間後半においてさらに分解が進む傾向にあるのか（傾き）が重

要な観点であると推察されるため、S1、S2、S3 を対象に、培養期間最後の 1 週間（28 日

培養の場合は 21 日以降、14 日培養の場合は 7 日以降）の傾き、最終値を抽出した。ま

た、比較として基礎呼吸区 B、水区 W、汚泥＋アニリン A も同様に抽出した。 

 

汚泥＋被験物質の実験は S1、S2、S3 の 3 種類あるため、それぞれの傾き、最終値を抽

出するとともに平均値を算出した。抽出にあたって、デジタイズによる誤差を考慮してス

プライン補間した上で単回帰分析した。 

 

これらの傾き、平均値により、判定者に有用な定量情報を提供できると考えられる。 
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5.6. まとめ 

5.6.1. プロトタイプの改良 

平成 30 年度事業で構築された「分子構造の 3 次元画像を説明変数とした 3 次元

Convolution Neural Network（CNN）による生分解性モデル」のプロトタイプに対して、更

なる予測精度向上を図るために、説明変数として用いている 3 次元画像データの高解像度

化、回転・拡大率の最適化等によるプロトタイプの改良を行った。学習率、最適化関数選

択、忘却率、正規化率、層構成、学習データ数、未学習データ率等の 3 次元 CNN のハイ

パーパラメータの調整に加えて、化学記述子及び FingerPrint 類似性を用いる NN モデルを

3 次元 CNN へ組合せることにより予測値の正答率は 88％を超え、目標としていた予測性

能を達成できた。 

 

5.6.2. 予測信頼性および適用範囲の検証 

予測信頼性（再現性能および予測性能）の検証 

既存の生分解性予測モデル（BIOWIN5、BIOWIN6、CATALOGIC）と改良したモデル

（AI-QSAR）の再現性能および予測性能を予測信頼性として比較した。再現性能について

は、良分解性判定物質および難分解性判定物質それぞれの正解率を比較しても、いずれの

値も AI-QSAR が最も高い結果となっていた。また、CATALOGIC と AI-QSAR の決定係数

および RMSE を比較しても AI-QSAR の方が良い結果となっており、AI-QSAR の再現性能

は、既存の分解性予測モデルと比較して高いと考えられる。予測性能は、CATALOGIC と

同程度であるが、良分解性判定物質および難分解性判定物質それぞれの正解率を比較した

ところ、AI-QSAR の難分解性の予測精度が最も高く、化審法の判定において回避すべき

「実測難分解性の物質を良分解性と予測する」確率が比較したモデルのうち最も低くでき

る結果となっていた。決定係数及び RMSE については CATALOGIC よりも AI-QSAR の方

が良い結果となっており、全体的な予測性能についても既存の分解性予測モデルと比較し

て高いと考えられる。 

 

適用範囲の検証 

改良した AI-QSAR モデルの適用範囲について推算精度の特に低い構造を特定し、当該

構造の含まれる構造群について 15 分類に分けて検証を行った。本検証の結果、15 分類の

うち 9 分類について、AI-QSAR モデルが十分な精度で推算することが困難な物質群である

ことを特定することができ、当該構造群については現状の AI-QSAR モデルにおいて適用

範囲外であると考えられた。 
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5.6.3. 分解生成物の予測モデル検討 

分解生成物の予測モデルを検討した。易分解・変化残留物「なし」・変化残留物「あ

り」の 3 クラスに分類するモデルを検討した結果、学習データに対しては化学記述子のみ

の場合が最も高い推算結果を得たが、学習データに特化した過学習状態であった。未学習

データに対しては、化学記述子と 3 次元画像を組み合わせることにより汎用性は向上し

た。 

分解過程を学習することにより変化物の構造予測を試みた。学習した物質については変

化物を再現することができた。また、分解曲線をデジタイズし傾きおよび最終値を抽出す

ることに成功した。これらの情報は化学物質の分解性の判定者に有用な定量情報を提供で

きると考えられる。 
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また、ECHA データベースでは、CAS RN から REACH 登録情報を検索し、以下の項目の

登録情報を収集した。 

 

Environmental fate & pathways  

- Stability  

- Phototransformation in air 

- Hydrolysis 

- Phototransformation in water 

- Phototransformation in soil 

- Biodegradation  

- Biodegradation in water: screening tests 

- Biodegradation in water and sediment: simulation tests 

- Biodegradation in soil 

 

6.1.3. 情報整理の方針 

6.1. で得られた検索結果に基づき、分解性に関する情報が含まれると考えられる文献

を特定し入手した。入手した文献を付属資料 6.1-1 に示す。 

 

6.1.2.で収集した文献及び 6.1.2 項で収集した REACH 登録情報から、調査対象物質の分解

性及び分解生成物の情報を整理した。今回の調査において整理対象とした情報は以下の基

準のとおりとした。 

 

収集対象情報 

 ‐実験室環境または実環境における調査対象物質の分解性に関する情報 

  ‐以下の情報も収集対象とした： 

・特定の微生物を用いた研究 

・マイクロコズム等、実環境を模した人工環境での分解性に関する情報 

・半減期、分解度（但し、規格化されていないデータは、他の情報量が多い場合に

は収集しない） 

  ‐以下の情報は収集対象外とした： 

  ・(Q)SAR に関する文献情報 

  ・化審法のリスク評価（一次）評価 II で実施対象となっている情報源 
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7. あるべき姿、目指すべき方向性に関するとりまとめ 

本調査においては、化審法の分解性・蓄積性評価における WoE 等の位置づけについて検

討するために、海外における WoE 等の用語・定義の整理、WoE の利用方針・手順等を調

査し、WoE 等評価手法を把握した。海外では実際に WoE 等を活用した化学物質の分解

性、蓄積性の評価が行われており、化審法では用いられていないデータによって評価され

た事例を調査し、WoE 等の評価において重要となる考え方を整理した。また、化審法の分

解性・蓄積性の判定基準と海外の化学物質規制制度における判定基準とを比較し、化審法

で多様なデータを用いた判断を行う際の参考となる点を整理した。さらに、OECD 等でガ

イドライン化されている試験方法や各種推計方法の情報もあわせて整理することで化審法

において各方法論に基づくデータがどのように評価に活用できるかを検討した。 

これらの調査内容及び検討会の開催により専門家からの意見を取れ入れたうえで、「化

審法における分解性・蓄積性評価のあるべき姿、目指すべき方向性に関するとりまとめ」

を作成した。 
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7.1. 化審法における分解性・蓄積性評価のあるべき姿、目指すべき方向性に関するとりまと

め 

 

これまでの化審法における分解性及び蓄積性の評価については、それぞれ化審法で要求

する分解度試験（OECD テストガイドライン (TG) 301C/TG 301F 相当）及び濃縮度試験

（TG 305 相当）による試験結果を対象とした判定基準58に基づいて行われてきた。 

実際に新規化学物質の審査では、化審法で要求する試験法（以下、「法定試験法」とい

う。）に基づくデータの提出を求め、判定基準に基づいて分解性・蓄積性の判定を行って

いる。一方、既存化学物質を含む一般化学物質のリスク評価の際には、国際的に認められ

た多数の試験法（OECD テストガイドライン等）に基づくデータも活用すべく、法定試験

法以外のデータも評価に利用しているが、法定試験法と法定試験法以外の両方のデータが

得られる際に矛盾する結果となっている場合もある。 

さらに、新規化学物質、一般化学物質等の評価において、法定試験法に基づくデータだ

けでは、化学物質の実環境中での挙動をカバーしきれていないという課題もある。 

これらの現状の課題を受けて、2019 年 1 月に開催された化学物質審議会において、化学

物質管理政策をめぐる最近の動向と今後の方向性について（総論）の中で「化審法の今後

の方向性」が示された（図 7.1-1）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7.1-1 「化審法の今後の方向性」（2019 年第 1 回化学物質審議会資料 4 より引用） 

                                                        
58 新規化学物質の判定及び監視化学物質への該当性の判定等に係る試験方法及び判定基準（平成３０年４

月１３日） 
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今後、より科学的妥当性のある評価を行うことを重視すると、化学物質の多角的な知見

を考慮する必要があると考えられ、特定の試験結果のみに依存した評価ではなく、多様な

データを活用した評価法を検討する必要がある。しかし、多様なデータを用いる評価に

は、適切なデータや情報を収集して精査することが必要であり、そのためには評価の目的

や対象範囲を明確化する必要がある（１．）。また、現行化審法の分解性・蓄積性の判定基

準は特定の試験による結果を対象としたものであるため、多様なデータを活用した判定が

可能となる基準に改訂する必要がある（２．）。さらに、多様なデータを用いて、より科学

的妥当性のある評価を行うには、物質の性状等に応じた適切な試験データを得ること（そ

のために適切な試験法を選択すること）、評価に用いる試験をより科学的妥当性の高い評

価が実施できる試験に改良することが必要であるとともに、実環境での挙動を考慮した評

価法を検討していく必要がある（３．）。加えて、多様なデータを活用して評価する際の方

法としてウェイトオブエビデンス（WoE）や試験・評価への統合的アプローチ（IATA）を

取り入れた考え方があることから、化審法の分解性・蓄積性評価において WoE 等をどのよ

うに位置づけるかを検討する必要がある（４．）。そこで、１．～４．の項目に基づき、化

審法における分解性・蓄積性評価のあるべき姿、目指すべき方向性及び課題についてとり

まとめた。 

 

１．化審法における分解性・蓄積性評価の目的や評価範囲の明確化について 

２．様々なレベルのデータに対応する判定基準のあり方について 

３．より科学的妥当性のある評価を行うための試験法及び実環境での挙動を考慮した評

価方法について 

４．化審法の分解性・蓄積性評価における WoE 等の位置づけについて 

 

 とりまとめにおいては、各項目の今後の検討課題に対して優先順位を付ける参考とし

て 1～2 年で検討する予定の短期的課題と、少なくとも 3～5 年の検討を要する中・長期的

課題に分類した。 

 

なお、検討会でいただいたご意見や検討会委員への個別ヒアリングの結果のうち、化審

法への全般的なご意見については、本文書末尾の別紙に整理した。 
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１．化審法における分解性・蓄積性評価の目的や評価範囲等の明確化について 

化審法では、評価対象の化学物質が第一種特定化学物質又は第二種特定化学物質に該

当するか否か、また、該当の可能性があるか否かの判断をするために、分解性59及び蓄

積性60について評価する必要がある。化審法ではこれらの評価を、新規化学物質の審

査、第一種特定化学物質の指定及び第二種特定化学物質の指定の大きく分けて 3 種の評

価場面でそれぞれ実施しているところである（図 7.1-2）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7.1-2 化審法において分解性・蓄積性評価が実施されている場面 

 

化審法における分解性の評価では、「自然環境における化学物質の分解の可能性に着

目（逐条解説第二条用語解説（１０）参照）」して「自然的作用による化学的変化を生

じにくい（法第二条第２項第一号イ）」か否か、また、「自然的作用による化学的変化に

より生じやすい（法第二条第２項第二号）」化学物質、つまり、「変化物」の特定を行う

必要がある。蓄積性では、「環境中の化学物質が生物の体内作用や食物連鎖を通じて、

生物の体内に蓄積しやすい性質を有する（逐条解説第二条用語解説（１３）参照）」か

                                                        
59 現行の化審法では、逐条解説に「『自然的作用による化学的変化』には、太陽光線、空気中の酸素等に

よる分解も含まれうるが、自然界における化学物質に対する自然的作用は微生物によるものが最も大き

いことから、試験方法としては、微生物等による分解度試験が用いられている。」とあるように、分解度

試験として易生分解性試験である TG 301C/301F 相当が要求されてきた。 
60 現行の化審法では、逐条解説に「一般的に化学物質の最終的な排出先は水系（特に海）であることが多

いこと等の理由から、現在、魚介類の体内における化学物質の濃縮度試験の結果により判断することが

原則とされている。」とされており、Pow 測定試験あるいは魚類濃縮度試験（水ばく露法、餌料投与法）

が要求されてきた。 
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否かを評価する必要がある。これら分解性及び蓄積性の評価を行うために、国際的には

図 7.1-3 及び図 7.1-5 に示すような比較的簡易な試験から実環境に近い状況下で取得さ

れたデータを用いた評価が提案されているところである。 

例えば、分解性の評価においては、図 7.1-3 に示すようにスクリーニングレベルの情

報としてまず易生分解性試験のデータを用いて容易に分解されるか（現行の「良分解

性」に相当）否かが評価される。しかし、容易に分解しない（「難分解性」に相当）と

評価された物質であっても、実環境（に近い状態）では分解される、または残留しない

物質が含まれることが想定されるため、実環境（に近い状態）での挙動を考慮した情報

（例：シミュレーション試験によるデータ等）を用いた評価が行われることが望ましい

（海外における環境残留性（又は高環境残留性）評価に相当）。こうした情報として実

環境（に近い状態）を考慮したデータを用いて評価することで、環境残留性がないと評

価される可能性もある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7.1-3 「自然的作用による化学的変化を生じにくいもの」であることを 

示すために用いられる情報 
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図 7.1-4 分解性試験結果の分類と化審法の分解性判断のイメージ 

 

蓄積性においても図 7.1-5 に示す情報に基づき、同様の考え方をすることができる。

例えば、初期レベルの情報である log Pow の結果によって、生物の体内に蓄積しにくい

こと（現行の「高濃縮性でない」に相当）を決定する。log Pow が適用できない物質や

高濃縮性でない判定基準に該当しない物質については、生物を用いた濃縮度試験を行

い、高濃縮性への該当性を判断する。さらに実環境を考慮した（例えば実環境に近い用

量を用いての試験）評価が必要な際には、魚介類以外の試験データや環境生物のモニタ

リングデータを活用した評価法がある。 

 

 

図 7.1-5 「生物の体内に蓄積しやすい」ことを示すために用いられる情報 
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図 7.1-6 蓄積性の試験結果の分類イメージ 

 

 

このように、評価の目的や場面に応じて、図 7.1-4 及び図 7.1-6 に示すような情報の

レベル（初期レベルから実環境（に近い状態）レベル）を活用していくことが考えら

れ、この考え方を明確に示すとともに、今後、情報のレベルが異なる多様なデータを用

いた評価の方法論を検討していくために、評価のための目的等を具体的に規定する必要

がある。また、分解性、蓄積性ともに、試験データのみならず、（定量的）構造活性相

関（(Q)SAR）や類似物質の情報等を活用する方法についても検討する必要がある。 

 

【今後の検討課題】 

・ 化審法において多様な情報のレベルのデータ（(Q)SAR や類似物質の情報等の活用を

含む）に基づいて分解性・蓄積性を評価する考えを明確に示すとともに、目的や対象

範囲、想定すべき環境、許容される不確実性及び評価の方法等を明確にする。《短期

的》 

 

２．様々なレベルのデータに対応するための判定基準のあり方について 

化審法における分解性・蓄積性の判定基準は、新規化学物質の審査、監視化学物質・

第一種指定化学物質の指定の際に使用されるものであり、現行の基準は、分解性であれ

ば TG 301C/TG 301F 相当、濃縮性であれば TG 305 相当の試験による結果に対するもの
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である。このため、これらの試験結果以外のデータについては判定を行うための基準が

ない。今後、１．の図 7.1-3・図 7.1-4 及び図 7.1-5・図 7.1-6 で示したような考えに基

づき評価を行う際、基準がないままに判定を実施することは、判定結果の一貫性が担保

しにくい上、透明性を欠くこととなり、多様なレベルのデータに基づく評価を困難にす

る可能性がある。そこで、より科学的に妥当性のある評価に向けて、多様なレベルのデ

ータの活用が可能となる判定基準を設定する必要がある。 

 

(1) 分解性の判定基準について 

 分解性の判定の目的は、新規化学物質の審査、監視化学物質/第一種特定化学物質の

指定に向けたいずれの過程においても、分解性の有無の判定と後続評価対象物質の特定

である。 

 

a) 半減期の活用について 

分解性を評価するための試験には易生分解性試験、本質的生分解性試験及びシミュレ

ーション試験の 3 種類があり、易生分解性試験及び本質的生分解性試験は分解の程度を

示す「分解度」、シミュレーション試験は分解の速度を示す「半減期」が評価指標であ

る。現行の化審法では、TG 301C/TG 301F 相当の易分解性試験に基づく分解度が判定の

際の指標となっており、TG 301C/TG 301F 相当以外の易分解性試験や、本質的分解性試

験、シミュレーション試験のデータが得られている場合、判断のための基準がない。ま

た、分解性試験の種類によって評価指標が異なっているため、統一的な指標での評価が

困難である。 

ここで、評価指標の異なる分解性試験データを化審法において同一の基準に基づき判

定できる方法として、易分解性試験結果や本質的生分解性試験から得られる分解度に対

して、半減期を割り当てる方法が考えられる。半減期を分解性評価の指標に利用するこ

とについては、すでに海外等において評価実績があり、国際的にも整合性がとれる方法

である。また、化審法の第二種特定化学物質の指定を目的としたリスク評価の過程にお

いても半減期のデータを活用する場面がある。さらに、例えば TG301C/301F 相当の試験

において難分解と判定された物質であっても、一定以上の分解度（例えば 20%以上 60%

未満）が認められた物質については、実環境での挙動を考慮した評価が可能となる可能

性がある。そこで、半減期を用いる判定基準の導入を検討する61。 

なお、分解性評価の後の段階であるリスク評価の工程では必要に応じてこの半減期の

値を見直せる仕組みとする。 

                                                        
61 分解性評価において半減期を活用するメリットとして、既知見として報告されている半減期のデータを

利用できること、速度の概念を取り入れることができること、後のリスク評価の環境濃度推定の際に使

用することが想定されるばく露評価モデル等に入力する値を得られること等がある。 
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【今後の検討課題】 

・ どのような試験結果に対しても半減期の当てはめが利用できるかを検討する。《短期

的》 

・ より正確な半減期を求める必要があると考えられる場合を想定し、半減期を求めるた

めの試験法（分解速度測定法）や簡易的な試験で半減期を求められる方法について検

討する。《中・長期的》 

 

b) 新規化学物質の審査のための試験について 

これまでの化審法では、新規化学物質の事前審査では TG 301C/301 F 相当の試験が要

求されている。今後、TG 301C/301 F 相当の試験に限らず、多様な試験データを活用す

るにあたって、当該データは「試験物質の完全生分解（無機化）をみる指標で分解度が

示されていること」及び「分解生成物が特定されていること」が前提となる。そこで、

これらの前提を新規化学物質の審査で判定に活用するための試験データの条件として提

示する必要がある。また、事業者自らがデータを取得する動機付けの一環として、一度

判定した物質であっても、追加のデータが得られ、行政的観点に基づく必要性や事業者

等からの要請がある場合には、適宜判定の見直しが行える仕組みも必要となる。 

 

【今後の検討課題】 

・ 新規審査の判定に活用するデータと活用に必要な条件（例えば分解生成物の同定等）

の具体的な内容を検討する。《短期的》 

・ 事業者から追加データが提出された場合も平等に扱って判定の見直しを行う仕組み

を検討する。《中・長期的》 

 

c) 分解生成物の特定に関する考え方 

現行の新規化学物質の審査では、TG301C/301F 相当の分解度試験終了時に試験物質

（親化合物）の 1%以上の重量で生成する分解生成物を同定する必要があり62、同定され

た分解生成物は後続評価の候補物質となる（以下、1%ルール）。しかし、低生産量新規

化学物質では、例えば製造輸入数量が 10 トンの場合、1％生成した分解生成物の量が

100 kg となる。この量は少量新規化学物質の上限値（１トン）の 1/10 に相当するため、

                                                        
62 単一成分の場合、試験物質の添加量 30 mg（試験液量 300 mL の場合）の 1%以上、つまり 0.3 mg 以上

の分解生成物が対象となる。混合物の場合、例えば成分 A と成分 B が 10:90 で存在する場合には、成分

A では 0.03 mg 以上の分解生成物が対象となる。 
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現行の 1%ルールはかなり保守的な運用であると言える。一方、環境排出量の多いこと

が推定される物質は、分解生成物も一定水準以上の量で環境中に排出されることが想定

され、環境中に残留する可能性がある分解生成物を特定し安全性を評価しておくことも

重要である。そこで、一律１％ルールを適用する現行の運用を見直し、例えば製造輸入

予定数量に応じたパーセンテージを適用する等の対応を検討する。 

 

【今後の検討課題】 

・ 新規化学物質の審査において後続評価の対象物質候補として同定する必要のある分

解生成物の考え方について、適正な運用方法を検討する（例：製造輸入予定数量に応

じた分解生成物の閾値を設定する等）。《短期的》 

 

(2) 蓄積性/濃縮性の判定基準について 

現行の化審法では、魚介類の体内における化学物質の濃縮度試験（濃縮度試験）（水

ばく露法、餌料投与法）又は１－オクタノールと水との間の分配係数測定試験（Pow 測

定試験）の結果に基づいた蓄積性/濃縮性の判定基準が定められている。しかし、魚類で

高蓄積性/高濃縮性が示されなかった物質が他の生物で蓄積性/濃縮性を示す例も報告さ

れてきており（例 POPs 物質）、評価場面によっては、１．の図 7.1-5・図 7.1-6 で示し

たように単一のデータあるいは単一生物の結果のみに依存しない判定基準を検討する必

要がある。また、魚類以外の生物のデータは海外における化学物質規制や国際機関等で

も評価に活用しており、これらのデータを考慮することは国際整合性の観点からも必要

であると考える。 

 

【今後の検討課題】 

・ 魚類以外の生物を用いた濃縮度試験結果に対する判定基準を検討する。《短期的》 

・ 第一種特定化学物質を指定する際の蓄積性/濃縮性データの収集範囲を検討する。

《中・長期的》 
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３．より科学的妥当性のある評価を行うための試験法及び実環境での挙動を考慮した評価

法について 

多様なデータを活用し、より科学的妥当性のある評価を行うには、物質の性状等に応

じて適切な試験を選択すること、必要に応じ科学的妥当性の高い評価が実施できる試験

に改良することが必要である。 

まず、適切なデータを取得するには、適切な試験が実施されることが必要である。特

に評価対象物質が環境に排出された際に主に存在し得る環境媒体（大気、水系、底質、

土壌）に応じた適切な試験法を選択する必要がある（(1)）。また、現行の化審法で要求

している既存の分解度試験、濃縮度試験をより適切なものにしていく検討が必要である

（(2)）。さらに、実環境での挙動を考慮した評価の方法について検討する必要がある

（(3)）。その他、蓄積性評価における多様なデータの活用について検討する（(4)）。 

 

(1) 物質が存在する環境媒体に応じた評価と試験法の選択 

a) 物理化学的性状データ及び用途に基づく環境媒体の特定について 

多様なデータを活用した分解性評価を行うには、評価対象物質の物性や用途を考慮

し、当該物質が環境に放出された場合にいずれの環境媒体（大気、水系、底質、土壌）

に存在し得るかを検討し、評価が必要な環境媒体を特定する必要がある。そのために

は、現行の化審法で優先評価化学物質の評価の段階において使用されている MNSEM-

NITE（非公開モデル）や Mackey のフガシティモデル等の既存の環境分布予測モデルの

活用が考えられる。また、優先評価化学物質の評価の準備段階では網羅的な物理化学的

性状データ等の収集を行うが、現行の新規化学物質の審査段階では分解度試験以外の情

報の提出は要求されていないのが現状である。評価対象とすべき環境媒体の特定は、一

部の物理化学的性状及び簡易的な用途情報から推定可能であり、その結果を用いて実環

境で主に存在し得る環境媒体を想定した試験法を選択することが望ましい。そこで、新

規化学物質審査の段階で環境媒体推定のための必要最低限の物性データ（(Q)SAR や類

似物質の情報等の活用を含む）を検討し、環境放出後に存在し得る主な環境媒体を特定

し、適切な分解度試験及び蓄積性試験を選択する仕組みを検討する必要がある。 

 

【今後の検討課題】 

・ 環境分布予測に適切なモデルを選定するために、候補となるモデルの特性（例；適用

できる物質範囲等）を比較検討する。《短期的》 

・ 環境分布予測モデルに対する物性の予測値の活用など、適切な入力パラメータについ

て検討する。《中・長期的》 
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・ 仮に新規審査で物性情報の提供を求める場合に、環境に放出された物質が主に存在し

得る環境媒体を推定するために必要最低限の物性情報（(Q)SAR や類似物質の情報等

の活用を含む）を特定する（例えば、対水溶解度、蒸気圧、log Pow のみで良いか）。

《短期的》 

・ 物性や用途等の情報を得た場合に、ばく露シナリオの設定、環境排出の有無等の評価、

さらに適切な試験の選択を誰が、どのように判断するのかについて具体的に検討す

る。《中・長期的》 

 

b) 評価対象物質が大気に存在し得る場合の分解性に関連する試験法 

新規化学物質審査の段階では、有機化学物質における主な分解経路が微生物による生

分解であるとの考えに基づき63、これまでは一律に TG 301C/301F 相当の試験を要求して

きた。これらの易生分解性試験は OECD テストガイドラインにおいてもあらゆる環境下

での生分解性の指標として扱うことができるとされている。一方、大気においては生分

解性が主たる分解経路ではなく、非生物的分解性評価が必要と考えられるが、大気中の

直接光分解による分解度や分解生成物を測定する OECD テストガイドラインはなく、適

切な試験要求が困難であった。しかし、今後大気への排出が見込まれる物質についても

新規化学物質審査の段階で適切な評価を行うために、大気への放出及び大気中分解を意

図した新規化学物質については少なくとも大気中での分解性に関連するデータを提出す

る仕組みの検討が必要である。 

 

【今後の検討課題】 

・ 新規化学物質審査の段階で大気への放出及び大気中分解を意図した新規化学物質に

ついて、大気中での分解性を評価する方法（例えば、UV 吸収の有無から光分解性を

評価する等64）を検討する。《短期的》 

・ 大気中での分解性を評価するために利用できる試験法を検討する。《中・長期的》 

 

(2) 科学的妥当性のある評価を行うことを目的とした既存の試験法の検討 

a) 分解度試験における試験濃度等の試験条件の設定について 

現行の化審法分解度試験（TG 301C/301F 相当）は試験物質の濃度が 100 mg/L と高い

                                                        
63 （逐条解説第二条用語解説（１０）より）「自然的作用による化学的変化」には、太陽光線、空気中の

酸素等による分解も含まれうるが、自然界における化学物質に対する自然的作用は微生物によるものが

最も大きいことから、試験方法としては、微生物等による分解度試験が用いられている。 
64 物質の構造によって UV 吸収の有無を推定し、UV 吸収が懸念される構造をもつ物質に対しては光安定

性試験を実施して分解性の有無を確認する方法等が考えられる。 



 

151 

 

ため、活性汚泥中の微生物に対する毒性（以下、微生物毒性）が生じることによって分

解されない、すなわち難分解性となる場合があると考えられる。本来分解性を有してい

る物質が微生物毒性の影響で難分解性の結果となる場合、実環境中での分解性を過小評

価し、リスク評価において分解性／環境残留性を必要以上に保守的に評価することとな

る。また、実際には環境残留性が低い物質であるにもかかわらず、新規化学物質の事前

審査において過剰に後続試験データを要求する可能性がある。これらの問題に対処する

ため、運用通知等に「微生物毒性が生じない濃度で試験を実施する」主旨を追加する。

また、分解度試験における試験濃度の設定について、TG 301F では、試験濃度 100 mg/L

で微生物毒性が認められる場合に限り、低濃度（例えば 30 mg/L）の試験区を追加して

評価することが OECD テストガイドライン上認められている。しかし、TG 301C では

OECD テストガイドライン上、試験濃度の変更は認められていないため、テストガイド

ラインの改訂も含め、微生物毒性が生じない濃度で試験を実施することができる試験法

への見直しを検討する。 

また、現行の化審法で要求されている分解度試験では、試験終了時に引き続き分解傾

向にある場合も規定された試験期間で試験を終了して結果を提示している。化審法にお

ける分解性評価の目的は、自然的作用による化学的変化を生じにくい物質の特定であ

り、分解傾向にある場合についても追加の情報を取得することによって科学的妥当性の

ある評価を行うことが可能になると考えられる。 

 

【今後の検討課題】 

・ 現行の化審法分解度試験（TG 301C/301F 相当）について微生物毒性の影響を受けに

くい試験方法への見直し65を検討する。《短期的》 

・ 分解度試験終了時に引き続き分解傾向にある場合には試験期間の延長を認める等、そ

の他の試験条件についても検討する。《中・長期的》 

 

b) 難水溶性物質等の蓄積性を評価するための試験法について 

現行の化審法で要求されている水ばく露法は、鰓（えら）の生体膜を介した水からの

直接的取り込みを想定したものである。水ばく露法による濃縮度試験の結果は、魚体中

濃度と水中濃度の比（生物濃縮係数；BCF）で表されているため、BCF が同じ値の

場合には水溶解度が小さい（難水溶性）物質の場合、水溶解度が大きい物質に比べる

と、魚体内に蓄積される物質の絶対量が少ない。一方、難水溶性物質の場合には、経口

                                                        
65 試験物質濃度を単純に低くすると正確な生分解度を算出することが困難な場合があるため、TOD を

基準に試験物質濃度をより低く設定することも検討する。 



 

152 

 

経由の摂取等、水ばく露法以外のばく露経路による物質の取り込みも考慮する必要があ

る。つまり、水ばく露法による BCF の結果のみからでは体内への蓄積が過小評価されて

いる可能性があり、生物の体内への蓄積を適切に評価することは困難である。また、化

審法では、食物連鎖を通じた蓄積（濃縮）の懸念を評価することを目的としているた

め、難水溶性物質に対しては経口ばく露による試験（餌料投与法）を要求することが望

ましい。しかし、化審法では、当面、水ばく露法の適用が困難な低蓄積性（BCF が

1,000 L/kg 未満相当）の難水溶性物質に適用することを念頭に判定基準（高濃縮性でな

い、BMF66＜0.007）が定められており、判定に関しては、引き続き知見を収集し、必要

に応じて、今後、見直しすることとされている。餌料投与法のデータによる適切な評価

を行うことができる範囲を検討するためにも餌料投与法によるデータを蓄積する必要が

ある。 

 

【今後の検討課題】 

・ 餌料投与法による適切な評価を可能とするためにデータを蓄積して、適切な評価を行

うことができる範囲を検討する。《中・長期的》 

 

(3) 実環境（に近い環境）での挙動を考慮した評価の方法について 

a) 分解性（残留性） 

化審法の分解性評価は既存点検あるいは新規化学物質の審査においては、試験物質の

設定濃度が高い TG 301C/301F 相当の易分解性試験の結果が主に用いられており、限ら

れたデータに基づいた判断を行っている。これらは後続評価試験物質の特定をする上で

は適切な試験であるが、試験濃度が高いため環境中での実態を反映していない可能性が

ある。化審法における高次評価の段階（リスク評価（一次/二次））では、実環境中での

濃度レベルにおける分解性を考慮した評価が必要であると考えられる。そこで、実環境

に近い試験濃度で実施されるシミュレーション試験の活用が考えられる。しかし、シミ

ュレーション試験は特定の環境媒体中での分解速度を評価する試験であるため、ばく露

シナリオによっては異なる媒体で複数試験のデータが必要になる可能性がある。また、

シミュレーション試験は低濃度（通常 ppb オーダー）で無機化（完全分解）を評価する

ために同位体元素を用いた標識化合物の利用が一般的であるが、費用、施設の面から汎

用性に欠ける。 

 

                                                        
66 経口生物濃縮係数（biomagnification factor）：餌の摂取による間接的取り込み（化審法では餌料投与法

における成長希釈補正した速度論による経口生物濃縮係数（BMFKg）又は取込期間を 10 日間以上実施し

た試験において取込期間終了時における経口生物濃縮係数で判定される。） 
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【今後の検討課題】 

・ 評価段階における目的等に応じて、既存のシミュレーション試験の結果の活用を検討

する。《短期的》 

・ シミュレーション試験の実施が評価において有用となる場面を検討する。《中・長期

的》 

 

b) 蓄積性/濃縮性 

蓄積性/濃縮性における実環境（に近い環境）での挙動を考慮した評価の一つとして、

海外では環境媒体（大気、水系、底質、土壌）中の物質濃度の実測データや環境生物中

の物質濃度の実測データ（これらは一般的にモニタリングデータと呼ばれている）を評

価に用いている場合がある。しかし、現状では、環境生物中の実測データは生体中濃度

の絶対値が得られているに過ぎず、BCF 等の判定基準値と単純比較することはできない

と考える。また、環境生物中の物質濃度のモニタリングデータは生物の成長希釈や、評

価対象となるエリア以外も生活範囲としている回遊魚ではデータのバラツキや評価対象

生物としての代表性の問題等がある。一方、生物の生息環境と蓄積状況をあわせて考慮

できる情報（低次と高次の生物の分析値等）や生息する環境媒体における適切な実測デ

ータが得られている場合に限って、蓄積性の評価に用いることができる可能性がある。

また、環境媒体中の実測データについては、例えば、底質に高濃度で検出された物質に

対して底質のモニタリングを充実させる等の対策を立てるためにも、評価対象となる環

境媒体の特定に活用できる。そこで、モニタリングデータの活用における留意事項等を

含めて検討を行う必要がある。 

 

【今後の検討課題】 

・ 蓄積性評価における環境生物中の実測データの活用について検討する。《中・長期的》 

・ 環境媒体中の実測データを元に評価対象とする媒体を特定する方法について検討す

る。《中・長期的》 

 

(4) 蓄積性評価における多様なデータの活用の検討 

蓄積性の評価において、例えば難水溶性物質は水系への排出後速やかに底質に移行す

ることが知られており、底質での影響も検討する必要がある。すでに底質における生物

濃縮性を評価する試験法67が開発されている。また、評価対象物質が大気に移行した

                                                        
67 OECD テストガイドラインでは TG315 の底生貧毛類（水生ミミズ等）の生物濃縮性試験 
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後、土壌に吸着する場合には、陸生生物に対する蓄積性を考慮する必要があり、陸生生

物に対する生物濃縮性を評価する試験法68も開発されている。実際にこれらの底質や陸

生生物を対象とした試験結果等が得られた場合の判定基準等、具体的な評価法を定める

必要がある。 

また、現在要求されている魚介類を用いた濃縮度試験で BCF が低かったとしても、

PFOS 等のようなタンパク質結合性による蓄積性は正確に評価できていないため、必要

に応じて、タンパク質結合性を確認する手法を検討する。 

 

【今後の検討課題】 

・ 難水溶性物質等の性質により底質に移行する、あるいは大気に移行後土壌に吸着する

ことが想定される物質の蓄積性評価方法を検討する。《中・長期的》 

・ タンパク質結合性による蓄積性を評価する方法を検討する。《中・長期的》 

  

                                                        
68 OECD テストガイドラインでは TG317 の陸生貧毛類（シマミミズ等）の生物濃縮性試験 
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４． 化審法の分解性・蓄積性評価における WoE 等の位置付けについて 

これまでのとりまとめにおいて、より科学的妥当性のある分解性・蓄積性評価のため

には、特定の試験結果のみに依存した評価ではなく、多様なデータを活用した評価法を

検討していく必要があることを示してきた。複数の分解性あるいは蓄積性データが得ら

れた場合、情報の取捨選択等には評価者による個人差が生じる可能性があり、科学的に

妥当性のある評価を行うためには、複数の専門家で議論する等の方法でその差を是正す

る必要がある。そのためには、評価の目的に対応したデータを収集し、収集したデータ

の信頼性を評価したうえで、より妥当性のあるデータに重みを置いた評価を行い、それ

らの結果を記録（明記）しておく必要がある。このような評価を行う手段が WoE の基本

であり、こうした手法の導入が化審法における分解性・蓄積性評価にも必要である。 

WoE 等については近年、OECD を含む国際機関等においてその概念や一般的な適用に

関する指針が公表されており、化審法においても具体的に WoE 等を用いた評価を行う手

順等を、評価の目的に応じて作成する必要がある。例えば、WoE を取り入れた評価が法

的に要求されている欧州の REACH 規則では定性的な WoE 評価、米国の TSCA ではデー

タの品質評価に定量性を取り入れた評価69を導入している。化審法の分解性・蓄積性評

価においても WoE 等の考え方を組み込んだガイダンス等の作成が必要である。 

また、化審法における優先評価化学物質等のリスク評価においては、分解性や蓄積性

に係る多様なデータが収集されており、それらを的確に評価する必要がある。例えば、

分解性において、複数の易分解性試験で異なった結果が得られている場合や、易分解性

試験と本質的生分解性試験の両方の結果が得られている場合など、どのデータを採用す

べきかを判断する必要がある。WoE を適用するために、評価の目的を明確にし、データ

の活用方法を検討することが必要である。加えて、単一の試験データに依存しない評価

を行うために（特に実験データが少ない場合に）(Q)SAR や類似物質の情報（カテゴリ

ーアプローチを含む）等を活用する方法についても検討する必要がある。 

一方、現在の日本において、WoE 評価を導入するためには、評価できる人材を確保す

る必要がある。また、化審法で実施する WoE の知識・考え方を継承するためにも、体

制・組織の構築が不可欠であり、合わせて行政側にも専門家を養成する必要がある。 

 

【今後の検討課題】 

・ 化審法の分解性・蓄積性評価における WoE 等の導入方針をとりまとめるとともに、

多様なデータを活用した評価事例を蓄積する。《短期的》 

                                                        
69 EPA による TSCA の下で実施する評価では「システマティックレビュー（Systematic Review）」という

表現が使われており、データの品質を評価する際に数値を用いたスコアリングを行っている。 
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・ 評価フロー及び評価のガイダンス等を作成する。《中・長期的》 

・ 化審法における分解性・蓄積性評価の指標と関連性が高いデータを整理し、各データ

の重みを検討する。《短期的》 

・ (Q)SAR や類似物質等による分解性・蓄積性を含む特性を予測する方法の活用法につ

いても検討する。《中・長期的》 

・ WoE を実施するための人材の育成・確保及び組織体制について整備する。《中・長期

的》 
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別紙 

 

i) 化審法の評価の流れや体制の再検討 

・ 欧州 REACH 規則のように、エンドポイントに関わらず、事業者が自主的にデータを

出すことができる仕組みに変えてはどうか。このような仕組みになることにより、事

業者の中でリスク評価ができる人材が増えるとともに、事業者の化学物質管理に対

する意識向上が期待できる可能性がある。また、自主的に提出したデータを行政が評

価の見直しに活用することで事業者にもメリットがある。 

・ 新規化学物質の審査において、判定がグレーゾーンにある案件に対して専門家による

審議を重点的に行う仕組みを検討してはどうか。 

【今後の検討課題】 

・ 事業者が主体的にデータの提出を行い、行政が提出されたデータを評価の見直しに活

用する仕組みへの移行を検討する。 

・ 新規化学物質の審査において、判定がグレーゾーンにある案件に対して専門家が重点

的に審議を行う仕組みへの移行を検討する。 

 

ii) vPvB 物質の取り扱い 

・ 欧州 REACH 規則では vPvB 物質を高懸念物質として管理を行っている。化審法にお

いては分解性・蓄積性に重きをおく評価が行われていることから、vPvB に相当する

物質の一層の管理を検討すべきではないか？ 

【今後の検討課題】 

・ 海外動向をふまえつつ、vPvB に相当する物質の取り扱いを検討する。 
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分解性・蓄積性評価のあり方に関する問題点に対するコメント 

 

■ 分解性（環境残留性） 

(1) 化審法では「自然的作用によって化学的変化を生じにくいもの（化審法第二条）」

であるかどうかを評価する必要があるが、本来それは特定の分解性試験の結果のみ

で評価するのではなく、実環境中での分解性を反映した評価をすべき。 

 

1) 化審法における分解性（または環境残留性）の判定方法・基準はどのようにあ

るべきか？ 

2) テストガイドライン化されている様々な易生分解性試験、本質的生分解性試

験、シミュレーション試験をどのように活用していくべきか。 

a) 第 2 回検討会での議論 

○ 分解性の判定基準に半減期を用いることについて 

① 基準としては半減期を用いて判定していくことが良いのではないかと思う。

301 シリーズから半減期を求めることは可能であろう。ただし、科学的妥当性

は説明できるようにすべきと考える。 

② 半減期を使うことで国際的にもより整合が取れると思われる。さらに、優先評

価化学物質に指定されると半減期の値がその後の評価にも使われるのでその

点でもメリットがあると思われる。 

③ 多くのデータが得られている既存化学物質は WoE を適用して半減期を求める

ことができると考えられるが、新規物質で易分解性試験結果が 1 つだけ得られ

ている場合にも積極的に半減期を求めることが適切なのかはもう少し考えた

い。 

④ 国際整合性の観点からも半減期の方が直接的に評価できるのではないかと考

える。ただし、半減期を求めるためにどのような試験法が必要なのかは考える

必要がある。 

⑤ 分解速度から半減期が求まるのでそこから用途情報をもとに評価対象とする

のに最適な媒体に対して試験を求める方法はあり得ると思う。（ただし、新規

物質に対して現状では追加の試験を要求することはできない。） 
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⑥ 易分解性試験から半減期を求めることができるのか。 

○ 分解性の判定の流れについて 

① 少なくとも新規物質のときには、はじめに実施した分解度試験で良分解性でな

かった場合に、その後のフローの選択肢が増えると良い。 

② 今は 301C で 60％以下であれば難分解となり、そのデータだけで安全サイドに

判断されてしまうので、それ以降もより詳細なデータを出すことで判断を変え

られるかもしれないという選択肢があることが重要と考えている。選択肢があ

ることで事業者が追加試験を実施して開発を進めるか、撤退するかを決められる。 

b) 個別にいただいたご意見 

○ 分解性の判定基準に半減期を用いることについて 

① 新規物質もスクリーニング的に半減期を当てはめるというやり方はリーズナブル

と考える。きちんとした試験結果から計算された半減期ではない値は後のリスク

評価の過程で必要に応じて見直されるべきと考える。 

② 日本も基準を半減期で考えることは良いと思うが、半減期をどのように計算す

るのかが課題だと思う。分解速度を求める測定をしていないと、正確な半減期

は簡単には求まらない。あてはめの概念を許容するのであれば利用しても良い

と思う。 

③ 半減期を求めると、時間の概念が導入できることと、モデルへの入力値として

は適しているというメリットがある。 

④ 既存物質については、現状でも TG 301C と半減期を含む他のデータの両方を見

て評価している例がある。半減期の当てはめも優先評価化学物質のガイダンス

には記載されているのでどのような場合でも半減期を用いることができるの

かを検討することで良いと思う。 

⑤ 半減期を用いた判定にすると過去の判定と整合が取れなくなることを不安視

する声もあると聞くが昔の評価を振り返るかどうかは後で考えればよいので

はないか。 

○ 化審法における分解性の判定方法・基準はどうあるべきかについて 

① 301C 等の特定の試験で分解するかどうかではなく、分解する特定があるかどうか
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という「ポテンシャル」を評価すべきと思っている。評価のときに判定基準があ

いまいだと議論が発散してしまう可能性があるので基準はしっかり示すべき

と考える。 

② ポイントは「分解する」と言った場合に、無機化まで見ているかどうかと、分

解生成物を特定できているかどうかだと思う。親物質から少しだけ変化した変

換物の毒性が高いケースがあるので、分解するということが変換したという事

実しかみていないと危ないと思う。その点は現状の 301C/F で分解生成物を確

認するプロセスが生きてくる。 

③ 試験物質の設定濃度を変更して試験が実施できるとなった場合、例えば、ハロ

ゲン化合物などは特に、TOD を基準に試験物質濃度を設定するのが良いのでは

ないか。今後の検討課題に入れてほしい。 

 

○ 化審法における分解性の判定の流れについて 

① 化審法では、TG 301C の試験結果による判定が一度出ると、以降は、原則とし

てその判定は変わらない。REACH や TSCA は本質的生分解性試験やシミュレ

ーション試験等様々なデータも考慮して、より柔軟な判断を行っている。 

② 米国の TSCA では、用途を考慮し、事業所内の使用方法や施設/設備等も検討に

入れた上でばく露シナリオを構築して環境排出があるかを考えている。そのう

えで分解性評価が必要かどうかを検討しているはずである。 

③ REACH、TSCA はこの用途で使うという宣言のもとで、事業者が化学物質を使

える仕組みである。化審法は届出されるとあらゆる用途で無制限に使えるよう

になっている。だから、安全サイドに評価しておかなければならないという意

識になってしまうように思う。 

④ 分解性は（変異原性のように）Tier 制にするというよりはまず、適切な試験を

セレクトする必要があるのではないか。 

 

3) 実環境中での分解性を反映した評価を行うにはどのような実環境を想定すべ

きか？ 
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b) 個別にいただいたご意見 

① どのような評価を行いたいのか？の目的によって試験の選択を考えるべきで

はないか。例えばシミュレーション試験のガイドラインもあるが、試験条件の

変数が多く、ケースバイケースの判断が必要になる。 

② 実環境を想定するのであれば、まずは分解性試験の設定濃度を下げる必要があ

る。可能であれば実環境中の試験物質濃度に近いレベルまで下げる。実環境中

の微生物の状況も重要である。 

③ 実験室での分解度試験は水系では 30 度、土壌では 25 度で実施される。日本で考え

ると水環境は 15 度くらいである。海水は 20 度近い時もある。また、用途に応じて

評価の対象環境も変わるため、例えば、実環境を反映したシミュレーション試験で

は排出される状況を加味した条件で行うべきと思う。 

 

4) 「国際的な動向等も踏まえた運用における妥当な判定基準」の検討にはどの

ような観点が必要か？易生分解性試験、本質的生分解性試験、シミュレーシ

ョン試験の結果で同等の判断ができるか？  

b) 個別にいただいたご意見 

① REACH 規則では、トン数帯に応じて様々な試験を要求して総合的な評価を行うこ

とが必要である一方、化審法では 301C 試験を含む分解性試験を実施して、その結

果から後続試験の要否を決定する枠組みである。分解性の位置づけが違うのだか

ら整合性がないのは当然である。化審法の仕組みごと変えるのであれば分解性の

位置付けも変えられるだろう。 

② REACH では PBT の評価に BIOWIN のデータも使って良いことになっている。化

審法（分蓄）で QSAR の結果がなかなか受け入れられていないのは何故なのだろ

うかと考えるとやはり分解生成物を見なければならないところが理由なのかもし

れない。 

③ シミュレーション試験であっても、無機化まで確認できて、分解生成物があるのか

がわかれば評価に使うことができると思う。 
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5) 必要に応じて、大気への移行（大気中での分解性）を考慮するにはどのような

枠組みが必要か？ 

参考：化審法の逐条解説によると、「『自然的作用による化学的変化』には、太陽

光線、空気中の酸素等による分解も含まれうるが、自然界における化学物質に対

する自然的作用は微生物によるものが最も大きいことから、試験方法としては、

微生物等による分解度試験が用いられている。」 

→大気への移行性と大気での分解性を判断するにはどういう情報が必要か？ 

 

b) 個別にいただいたご意見 

① ヘンリー定数等の物性情報でスクリーニングすることはできないのか。 

→現状では新規物質においては物性データの提出が必須ではない。 

② 蒸気圧や水溶解度データがあれば大気への移行をスクリーニング的に予測す

ることができるのではないか。 

③ 大気中での分解は、光が当たって物質が壊れる直接分解と、大気上層部での OH

ラジカル等との接触による間接分解とがある。 

④ 直接分解については、UV 吸収があるかどうかで大気中での分解性評価の必要

性をスクリーニングすることは可能かもしれない。 

⑤ しかし、その前に大気に移行するか？の判断がポイントになると考える。 

⑥ 光で直接分解するなら大気中だけでなく、水中の試験でも光を吸収して分解さ

れると思う。 

⑦ 大気中の光分解の試験法として、藤木先生によってチャンバー内で簡易的に求

める方法が検討されたことはある1。 

⑧ 分解度試験で用いるガラス瓶のヘッドスペースにUVランプを入れて試験を行

ったことはある。ただし、加速試験ではある。 

                                                        
1 藤木 (1981) 環境汚染物質の分解性試験に関する研究の動向. 衛生化学, 27(4), 187-203. 

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jhs1956/27/4/27 4 187/ pdf/-char/ja 
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⑨ 光で重合して蓄積性があがるケースもあるのではないか。 

 

6) 分解性のスクリーニング試験データしか得られていない段階、データが多く

存在する段階で、どのような判断を行っていくべきか。 

また、新たに分解性試験を求める場合、物質の用途や物性等に応じて、どのよ

うに試験法を使い分けていくべきか。 

b) 個別にいただいたご意見 

① 新規物質を含め、データが少ない物質は QSAR やカテゴリー評価等による情報を

検討しても良いのではないか。データが少ない中で個別の試験に依存し過ぎない

方が良いのではないか。 

② 判定替えの際には QSAR やカテゴリー評価等が考慮されている。 

③ データが多い場合はまさに WoE を用いた評価が必要になる。キースタディを

選定することは重要だが 1 つで代表できるとは限らない。 

④ 分解パスウェイの予測ツールについては妥当と思ったものを妥当と判断して

使うことはできると思う。ただし、Read across については、例えば、炭素鎖の

わずかな違いで良分解/難分解が変わっている事例があるため、内挿は良いが、

外挿は難しいと思う。 

 

(2) 化審法では「自然的作用による化学的変化を生じやすいものである場合には、自然

的作用による化学的変化により生成する化学物質（化審法第二条）」についても、

親化合物と同等の評価が必要となる。 

1) 現行は 301C あるいは 301F の試験結果に基づき、１％以上生成する分解生成

物を同定しているが、欧米での化学物質規制と比較してルールが厳しすぎる

のではないか？一律に１％以上とするのではなく、新たな観点（例えば、量の

概念）を検討できないか？あるいは、１％以上で区切ることが厳しすぎると

する場合、何％以上なら分解生成物を考慮すべきか？ 
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a) 第 2 回検討会での議論 

① 10 トンの製造輸入量の物質の 1％というと 100 kg であり、少量新規の上限値

よりも低い。これを本当に見る必要があるのかという議論の余地はあると思う。 

② 1％以上の分解生成物について技術的に全て特定できるのか？ 

→100 ppm の濃度に投入して 1 ppm の濃度で生成するものは十分に同定可能であ

り、標品が入手できるものについては定量も可能である。 

③ 量で切るエリアと濃度を活かすエリアがあっても良いのではないか。一定量以

下は 1 トン以上環境に排出されるかどうかで対象とするかを決め、多量の場合

は現状の 1％で運用するエリアとして評価を行うのはどうか。 

④ そもそも何故 1％なのかの明確な根拠は不明で、1％以下の不純物は見なくても

良い仕組みであること等から分解生成物についても 1％ルールになっていると

思われる。 

⑤ そもそも 1％ルールを適用するときのバラツキは単純平均でも良いのか？最も

分解するボトルで見ても良いのではないか？ 

 

b) 個別にいただいたご意見 

① 第 2 回検討会で 1％の由来について、不純物の割合と同じという説明があったが、

科学的根拠を欠いていると思う。1 トンの閾値と整合性を取るのが妥当と考える。 

② 一般的には代謝物は毒性が弱くなることが多いと思われるため、1％ルールの適用

は厳しすぎる運用と思う。 

③ 特に低生産量申請についても 1％ルールを適用しているのは少し厳しすぎるので

はないかと思う。 

④ 28 日間で分解の傾向があれば専門家判断で良分解となっているケースもある。 

⑤ 製造輸入量が少ないものは極論、初期濃度が低い試験を実施して分解すれば良

しとして、分解生成物を確認しなくても良いかもしれない。逆に製造輸入量が

多い物質はしっかりと生成物を確認してほしい。ただし、分解性は物質として

のキャラクターなので製造輸入量の違いで同じ物質の評価が変わってしまう

ようなことは避ける必要がある 
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⑥ 少量新規化学物質の届出は 1 トン/年まで認められていることをふまえると、計算

上では 1%ルール適用の目安は 100 トン以上ではないか。 

⑦ 分解生成物も現状では 28 日間で切っているが、例えば試験期間をある程度延

長した試験で完全に分解したら後続対象から外すというようなことは検討し

ても良いかもしれない。 

 

(3) 易生分解性試験（TG301C 含む）では被験物質の濃度が高いため、活性汚泥への毒

性が発現して（汚泥が死んで）難分解性と判断される可能性も考えられ、実環境中

では低濃度であり、微生物毒性が発現せずに分解する可能性がある。 

1) これについてどのように考えていくか？ 

a) 第 2 回検討会での議論 

① 試験物質濃度が高いところで試験をして分解生成物として出てきたものがあ

っても、実際に環境中に汚染が高く出ないのであれば、もっと低い濃度で最初

から試験をしたらいいのではないか。 

② 301C は汚泥濃度より物質濃度が高いので低濃度で試験したら分解物が残らな

くなる可能性はたしかにある。逆転法の 30 ppm ぐらいまで下げても、多くの

物質は BOD の精度は担保されたまま試験はやれるように思う。 

 

b) 個別にいただいたご意見 

① 活性汚泥呼吸阻害試験（TG209）を実施して、阻害が有った場合には 301C とは異

なる濃度設定にすれば良いと思う。 

② 例えば殺菌剤であれば活性汚泥呼吸阻害試験（TG209）データを一緒に出すなどが

必要だろう。 

③ 他にも例えば藻類生長阻害試験で低濃度から影響が見られているような物質は、

汚泥に対する毒性が懸念されるという総合評価を行うことが望ましいかもしれな

い。 
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○ 媒体別の分解性評価について 

① 媒体ごとの評価については当該媒体への排出が予想され、毒性が懸念されるの

であれば対象にすべきと考える。 

② 親物質が大気に移行して水に溶けないのであれば、現状の試験要求は妥当か？

という問いが生じると思う。自然的作用は微生物によるものが最も大きいとあ

るので、大部分はそれで問題ないのだろうが、一部のマイナーケースを見切れ

ていないのではないかという懸念はそのとおりと考える。 

③ 親化合物は大気に移行するが、大気中での分解生成物の水系での毒性が懸念さ

れるのであれば、分解生成物の水系での評価も必要と考える。 

④ 評価対象の媒体を自動的に決定するシナリオが作れるのか？については、媒体ご

との分配に関する専門家である元産総研の吉田喜久雄先生にヒアリングするのが

良いのではないか。 

⇒NITE 吉田氏のコメント 

・環境媒体間分配のクライテリアについては、MNSEM-NITE（非公開モデル）

による環境分配の推計結果と実際のリスク評価結果での採用結果を横並び

にして比較すると検討がしやすいと考える。推計に必要な情報は水溶解度、

蒸気圧、Log P 等があるが、例えば、EPI SUITE で推計できない項目があっ

た場合は、その項目の値を設定する必要がある。 

・MNSEM-NITE 以外に McKay のフガシティモデルモデルが候補に挙げられる。 

・MNSEM-NITE は金属、ポリマーに対しては適用できない。界面活性剤の Log 

P については、より信頼性の高い低速攪拌法のデータを採用するのが望まし

い。 

・大気中の分解については、UV による分解よりも OH ラジカルと化学物質と

の反応による分解がメインになるだろう。その他に硝酸ラジカルなどによる

分解もあり得る。化学物質の構造にもよるが、OH ラジカルによる変化物の

みでさえもそれなりの数が生成すると思う。化審法の新規化学物質審査では

変化物を決定する必要があるので、複数生成するであろう分解生成物のうち

どれを変化物として取り扱うか等の検討が必要になると思う。 

⑤ 水系以外の媒体を考慮すべきかどうかは、その物質の物性や用途を考慮して評
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価すべき媒体を特定することが必要ではないか。 

⑥ NITE や環境省が評価段階ですでにいくつかのモデルを使っているのだからそ

れらを使うのはアイデアと思う。 

⑦ モデルにパラメータを入力できるほどデータリッチではない場合は、ヘンリー

定数や土壌吸着係数（Koc）でおおよその傾向が分かるのでは？ 

⑧ EPA では、自らがモデル（非公開と思われる）を持っていて、用途や EPI Suite

等に基づく物化性状のデータを入れて判定する仕組みになっている。この仕組

みであれば人の入れ替わりがあっても対応できるので運用には良いと思う。 

⑨ 評価対象とする媒体を特定するために、対水溶解度、蒸気圧、オクタノール-水

分配係数（log Pow）の 3 つは少なくともあると良い。ヘンリー定数があると良

いが、対水溶解度と蒸気圧があれば推測できる。また、log Pow から Koc を求

めることもできる。 

⑩ 蒸気圧は測定が難しい。蒸気圧が低いものほど、厳密な試験が必要で労力も費

用もかかる。蒸気圧が高い場合には正確な測定が可能であり、定量的な値を得

る意味があるが、蒸気圧が低い場合には、そのことさえ分かれば、詳細な定量

に時間とお金をかけるべきではないという考えもあると思う。現段階で、どの

程度で線引きできるかと言う見解は示せない。 

⑪ 線引きができない状況で国の要求事項として運用することは難しいだろう。 
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■ 濃縮性/蓄積性 

(5) 化審法では、「生物の体内に蓄積されやすいもの」であるかを評価する必要があり、

現在は水暴露法及び餌料投与法（TG305）により蓄積性を評価している。一方、水

暴露法では高蓄積でないと評価される物質であっても POPs に指定される物質も

出現している。 

1) POPs の判定基準との整合性を確保する観点から、化審法における蓄積性の判

定基準はどのようにあるべきか？これについてどのように考えていくか？ 

a) 第 2 回検討会での議論 

① POPs 指定されたデカブロモジフェニルエーテルや PFOS は化審法だと監視化学物

質に該当しない。特に濃縮性では、化審法は魚類のデータのみから判断するので国

際的なスコープがあっていないのではないかと考える。これは問題ではないか？ 

② そもそも POPs はカテゴリーが別なのではないか。 

b) 個別にいただいたご意見 

① 新規と既存の判定基準は同じ方が良いと思う。新規は TG305 の結果で判定す

る。既存はさらに広く収集しても良いとする。それをどこまで拾うのかは課題

だろう。 

② 新規においては、魚類の濃縮度試験の費用が高いのであれば、例えば QSAR デ

ータベースで振分けして必要なものだけ試験を実施するというような仕組み

にはできないのか。 

③ 現状で化審法の一特も既存点検の結果のみからで判定していることに無理が

あるのではないか。 

④ POPs には数値の基準こそあるが、基準にはあまりとらわれず、ケースバイケ

ースで色々議論されている。そもそも行政は POPs と整合させたいのか？POPs

と化審法では見ているものが違うので整合は難しいと思う。 

⑤ 日本では濃縮性を魚体中濃度と水中濃度の比だけを見ていると思うが、化審法

では食物連鎖を考えるのか？など、濃縮性をどう考えるかが重要だろう。 

⑥ 可食部の値を考慮するのは日本特有なのではないか。環境生物における食物連

鎖を考慮するのであれば魚体まるごとの値が重視されるべきではないか。 
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2) 「国際的な動向（POPs、REACH 等の判定基準と比較）等も踏まえた運用にお

ける妥当な判定基準」の検討にはどのような観点が必要か？ 

a) 第 2 回検討会での議論 

① 化審法は BCF が 5000 という高い基準だから起きている問題かもしれない。あるい

は陸域の生物を対象としていないから起きている可能性もないわけではない。一

方、例えば対象生物を広げると無脊椎動物は蓄積しやすいので使えない物質が増

えると思う。 

② 難水溶性物質は生物蓄積性を突き詰めるというよりも、底生生物の試験を実施し

てほしい。底生生物の毒性試験や取り込み試験で見る方が良いと思う。一方、水に

溶ける物質は（蓄積性が低いのであれば）毒性が高いものに注意すべきでリスクの

概念で考えるのが良いだろう。 

b) 個別にいただいたご意見 

① 化審法の蓄積性の基準において（生体内で生成される）生体内代謝物は考慮さ

れていない。 

② 化審法の蓄積性は何を評価しようとしているのか？人へのばく露を対象とし

ているのであれば部位別で可食部を重視することは理解できるが、生態系での

食物連鎖（種の保存）を考えると Whole body の値を重視して評価することが

重要であると思う。魚自体への影響も評価されるべきだろう。 

③ 蓄積性試験を単なる性状試験として捉えず、蓄積性試験の結果をふまえて生物

に対する何らかの影響評価をしてほしい。そうでないと化学物質管理にはなら

ない。 

④ スクリーニング評価と詳細評価というように評価の段階を増やすことはコン

セプトとしては良いと思うのだが、段階を増やすために試験を作る必要がある

といわれると難しい。例えば、規制の次段階としてモニタリングや WET 試験

を義務付けるというような管理を行うことは一案かもしれない。 

⑤ 化審法におけるリスク評価では究極的には生態系全体をみるべきではないか

と思う。ある層の生物がいなくなると餌がなくなるという意味でのリスクがあ

り、生物の多様性が失われる。 
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⑥ 日本は魚類以外の BCF 値が対象になっていないというが、これも Problem 

Formulation の立て方が重要になると思う。化審法審議会でも日本にいない生物の

毒性試験が評価されるのはどうなのか？という議論がされたことがあるそうだが、

やはり何を目的に評価するのか？をまず明確にすべきと考える。 

⑦ POPs 指定された物質を化審法の一特にするのであれば例えばほ乳類で蓄積す

ることを示すデータがあれば良いということになる。 

⑧ 多くが底質に分配される物質であったとしても底質中からの巻き上げなどに

より魚が取り込む可能性があると思う。底質に分配された物質がずっと底質に

存在し続けるという保証もない。その意味では、底質の試験が良いとも言い切

れない部分がある。 

 

3) モニタリングデータや環境生物中濃度等の実環境データが存在する場合に

は、どのような判断を行っていくべきか。 

b) 個別にいただいたご意見 

① モニタリングデータを取得すると水系では低い値でも底質では高い物質があ

るはずである。このような物質については底質のモニタリングを充実させるべ

きである。 

② 水中で検出されなくても生物から検出されることはあり得る。実環境中の生物

のモニタリングデータがあっても生体中濃度の絶対値しか議論できない。 

③ モニタリングデータベースを使うとマッピングができるメリットがあり、例え

ば水生生物の保全に係る水質環境基準を超えている地点がどこかということ

が一覧で示せ、環境中の存在の有無を評価するには使いやすい。優先評価化学

物質の評価の加速化の目的で、詳細評価の優先順位付けに使うことはできるの

ではないか。環境中に存在しない証拠がたくさんある物質のリスク評価の優先

度は低いはずである。 

④ モニタリングデータのデータベースは、例えば地方公共団体が測定したらこの

データベースに届け出ることを徹底してもらい、国が管理、活用するのが有意

義ではないか。 
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(6) その他 

b) 個別にいただいたご意見 

○ 難水溶性物質の評価について 

① 物性としてまず Koc を測定して、ある基準値以上であれば底質の試験を優先し

て実施するというような枠組みもありかもしれない。ただし、Koc のしっかり

したデータは意外に少なく、UVCB のような物質は Koc が測定できない。 

② 難水溶性物質に対して餌料投与法の適用が適切なのかどうかは議論の余地が

ある。 

③ 難水溶性物質の蓄積性は底質による影響を見ることを優先しても良いのでは

ないか。例えば、軟体動物は蓄積性が非常に高いので、貝類などの無脊椎動物を

用いた試験を検討対象に入れることも必要と思う。特に甲殻類等の低次の生物

は底質に移行する物質を蓄積しやすい。 

④ 餌料投与法は食物連鎖をふまえた評価を念頭においていると思うが、難水溶性

物質が実際に環境中に存在しているコンパートメントは底質や土壌である。食

物連鎖においては底質の影響を受けるのは甲殻類で、甲殻類を餌にする魚類が

その後に影響を受ける可能性があることになる。その意味でもまずは甲殻類や

二枚貝中の蓄積をみるのが理にかなっている。 

⑤ 難水溶性物質の蓄積性の評価においては、餌料投与法の精度をあげる必要があ

る。餌料投与法のデータは少ないので、データを蓄積し、水ばく露法によるデ

ータとの相関を確認しておいた方が良い。 

⑥ 多くが底質に分配される物質であったとしても底質中からの巻き上げなどにより

魚が取り込む可能性があると思う。底質に分配された物質がずっと底質に存在し

続けるという保証もない。その意味では、底質の試験が良いとも言い切れない部

分がある。  
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■ 化審法の評価について 

(1) 化審法の評価の目的について 

① 化審法は Problem Formulation がはっきりしないと感じる。第一種特定化学物質

（一特）は PCBのような化学物質を禁止にするということでわかりやすいが、

第二種特定化学物質（二特）は「相当広範な地域」のリスク懸念の有無であり、

「こういうロジックで規制する」という守りたいゴールがないともめる。一特

と二特で異なる Problem Formulation があってよいのではないか。 

② 用途や毒性プロファイルを考慮して物質ごとに、Problem Formulation を立てる

べきである。 

③ 何を目的に評価するのか？をまず明確にすべきと考える。目的に応じてスコー

プを限定することで例えば媒体を特定するなど効率的で有効な評価が可能に

なるのではないか。 

④ Problem Formulation が明確になることで、海外では管理されている vPvB 物質

を日本では一般化学物質にすることの妥当性が議論できるのではないか。 

⑤ 例えば新規物質の場合、Problem Formulation の前に簡単な物性情報を提出して

もらうことで、場合によっては分解性や蓄積性に関する負担が軽減されるよう

な仕組みにすればよいのではないか。 

⑥ 欧州では難分解性かつ高蓄積性で毒性が未知の物質を vPvB として管理している

が、日本では化審法で要求される試験の範囲において毒性が認められなければ一

般化学物質になると説明があった。この部分も Problem Formulation を明確にして

議論すべきと思う。 

 

(2) 化審法の評価体制について 

① 行政内の訓練された専門家が良分解性あるいは難分解性と判定できるものは

審議会を経ないでも良いのではないか。もしくは、審議を簡略化しても良いの

ではないか。専門家のリソースは判定がグレーゾーンにある案件の審議にしっ

かり時間をかけることに使った方が良いと思う。審議会が開かれなければ早く

上市できるというメリットもあるかもしれない。 

② 分解生成した中間体が消失傾向にあるならば良分解性の判定になることがあ
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る。このような判断は行政内の訓練された専門家が実施し、審議会で相談案件

として提出してはどうか。 

③ 化審法のリスク評価は CERI も関わっていると思っていたが違うのか？ 

⇒情報収集を行うことはあるが、評価は行っていない。 

④ 本来はデータ収集の時点、実際の個別のデータを見る時点で WoE が入ること

になるのではないか。 

 

(3) 化審法の評価の枠組みについて 

① 日本も REACH 型にシフトして、業界側にデータを出してもらい、業界側がデ

ータの不確実性に応じて追加データの取得などの努力でカバーしていくよう

な自主的な仕組みに変えるのが良いのではないか。また、リスク評価も事業者

が実施すべきではないか。 

② 国に責任を持たせている時点で色々な部分に無理が出ていると思うので

REACH 規則のように、産業界にも責任を持ってもらう仕組みにしてはどうか。 

③ 評価や判断が時代（科学の進展）とともに変わるものと言う認識も必要と思

う。 

④ 日本の化審法は、分解性の判定が決まらないと次に進めないところが評価を難し

くしているように感じる。海外では分解性判断の時点で他の項目についても情報

を収集し、総合的な判断が行われている。 

⑤ そもそも良分解性判定の場合にその後にデータ取得が不要になる仕組みにも

問題があるのではないか。特に第二種特定化学物質の判定に必要なデータが

出てこないケースがあるのではないかと思われる。 
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■ WoE の考え方について 

(1) 用語の解釈について 

① Reliability はあくまで試験の信頼性に限定して判断する方が明快で迷わないと

思う。GLP施設で実施された TG準拠試験であれば十分に記録された Reliability

のある試験と思う。例えば加水分解物質なのに、水を媒体として用いた試験が

実施されていた場合でも GLP で TG 準拠なら Reliability はあり。しかしその試

験で親物質の評価を行うとすると、Relevance に問題ありと判断するのではな

いか。 

② 同様に変異原性試験で、in vivo の腹腔内投与試験と経口投与試験が行われてい

て、経口医薬品の評価で重みが置かれるのは経口投与試験と思う。一方、この

経口投与試験が急性毒性の評価に適用できるかと言えば、その目的で設計され

た試験ではないので No である。 

③ もう少し言えば、Reliability は記録されていることが重視されると考えるので、

TG 化されていない試験法であっても、GLP 対応で実施されていたならば（実

際にはそんなことはほぼないが）Reliability が高いと判断されるだろう。信頼

性はサイエンスではない。 

 

(2) 化審法の分解性・蓄積性評価における WoE の導入について 

① 分解性の各試験に重み付けをしてはどうか。 

② 例えば第 1 回検討会で EU では環境中の温度は 12 度として評価するので温度

が 12 度に外挿されたデータは関連性が高いものとされていた。301 シリーズの

各種試験において、温度の観点からであればどの試験法の関連性が高いのか？

というような整理はできないのか。 

③ 人健康では、動物試験における動物種、性差、代謝等がヒトにどれだけ関連性

があるかで評価される。この考え方に添うと分解性や蓄積性ではどんな視点が

あるのか。 

④ 化審法に REACH のような WoE 評価を導入するにはリソースが足りないだろ

う。化審法の審議会は専門分野ごとの役割分担になっている。WoE をやるとし

たら評価文書全体として文書案をしっかりと作りこめることが前提。そのため
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には、文書案を作る人と専門家の先生が試験に精通していることが必要である。 

⑤ WoE を用いた評価を行うとしたら情報収集から評価文書案の作成まで誰がや

るにしてもリソースが足りていないと思う。例えば、経済産業省であれば産総

研内にそのような組織を作るなど、組織的にしっかりとした体制を作らないと

EU のような評価はできないと思う。 

⑥ 行政においても省内に専門家を育てるべきである。特に今後、製造輸入量の大

小で 1％ルールの適用を変えるような仕組みするのであれば、行政内に審査前

のフィルターがかけられるような人材が必要である。 

⑦ 産業界も国内外の大手企業は社内に専門家を抱えている。 

⑧ 海外は POPRC にしても、専門家が本当に専門家として会議にずっと出続けて

いて自信をもって発言している。あの人が言うならそうなのだろうと思わせる

ところがあるのは重要である。その点、日本の専門家派遣は人の入れ替わりが

早いのではないか。 
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図 1 化学物質評価のための WoE の主要な要素（OECD (2019) の図を一部改変） 

 

問題の定式化 

WoE の最初のステップであり、利用可能な証拠に基づき検証する仮説を設定するため

に、正しい質問をする段階である。 

問題の定式化を行う際は評価の範囲及びゴール（到達点）を定義し、評価の緊急性及び

受容可能な不確実性のレベルを設定する必要がある。WoE の結果として得られる信頼度レ

ベル（Level of Confidence）は問題の定式化で設定される仮説を受け入れるか、却下するた

めに必要である。また、信頼度レベルは評価が必要とされ、問われている質問に対して受

け入れられる不確実性のレベルとも関係する。つまり、問題の定式化は、WoE 評価による

結果や得られる信頼度及び不確実性の程度が得たいレベルの評価であるかを定義するもの

となる。 

問題の定式化における質問の例を以下に示す； 

 内分泌かく乱の性質、水生毒性、発がん性、変異原性あるいは生殖・発生毒性のよ

うな有害な性質がある、あるいはないとと結論するのに十分な証拠があるか? 

 その物質は GHS に関連する基準を満たすか?  
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 関連する基準を満たす残留性及び生物蓄積性のような物理化学的性状に関する十分

な証拠があるか? 

 実験動物において観察された作用機序がヒトと関連がある（あるいはないとする）

ことを結論する十分な証拠があるか?  

 特定のエンドポイントあるいは性質について類似物質による read-across が受け入れ

られる十分な証拠があるか? 

 ヒト健康影響あるいは環境への潜在的なリスクを示すばく露の可能性についての十

分な証拠があるか?  

 

証拠の収集 

証拠の収集は以下の 3 項目で構成される。 

 収集ストラテジー（データの生成あるは特定） 

 収集ストラテジーの文書化 

 WoE で使用する証拠の選択及びグループ化 

 

収集された証拠の全てが定式化した問題と関連するわけではなく、どの証拠が関連性を

もつかは定式された問題に依存する。例えば、定式化された問題において評価の目的が幅

広い場合、そのストーリーが伝えられるような幅広い証拠が収集されることになる。 

収集した個々の証拠は、扱いやすくするために「ラインオブエビデンス（LoE：Line of 

Evidence）」に整理する。利害関係者が収集した情報を考慮し、関連する情報のギャップを

特定できるようにするために、LoE に整理することは透明性の観点から重要である。 

LoE を整理する際には、直接的な LoE（例：測定したエンドポイントあるいは特性）が

間接的 LoE（例：他の規制による法的決定）をまず考慮する。このように個々の証拠は、

次に示す考え方によってカテゴリ化して整理する。 

・評価を行うために必要な共通項目（例：エンドポイントや特性） あるいは 

・重み付けする手順における共通の質（例：共通の作用機序） あるいは 

・情報源（例：実験データ） 

 

毒性に関する証拠については例えば以下のように整理できる； 

 In situ (フィールドあるいは疫学的) 証拠 

 In vivo (生物) 証拠 

 In vitro (例：細胞及び組織に基づく) 証拠 

 In chemico (化学反応性) 証拠 

 In silico (コンピューターモデリング) 証拠 
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意思決定過程の透明性を増すために、検索に用いたキーワードや情報源を含めた情報収

集ストラテジーを文書化することが推奨されている。また、LoE を整理する際に情報/証拠

を包含するか、除外するかの基準を示しておくことは、WoE の透明性及び再現性に寄与す

るものとなる。さらに、仮説に対して関連のある実験データも LoE も得られない場合、不

確実性として残り、結論を導く際の信頼度（Confidence）に影響を与える要素となるた

め、そのことについても文書化すべきことが指摘されている。 

 

 

証拠の評価（データの質の評価方法） 

証拠の評価は WoE において最も重要な要素であり、証拠に対する重みを決定する根拠と

なる。証拠を評価する目的は、利用可能な情報の品質、有用性及び完全性を決定すること

であり、証拠の評価には以下の段階がある。 

 データの信頼性（Reliability）〔品質（Quality）、十分さ（Sufficiency）、一貫性

（Consistency）〕の決定 

 不確実性の統合 

 関連性（Relevance）の決定 

 

データの信頼性（Reliability）：データの品質（Quality） 

OECD のガイダンスでは、データ品質評価について特定の方法を推奨することはして

いないが、多くの規制当局（ECHA, US EPA を含む）が Klimisch の基準を用いているこ

とを紹介している。一方、データが殆どない場合には、より定性的な評価が必要とな

り、ECHA Guidance IR/CSA R.42ではの信頼性スコアが低いからと言って専門家による更

なる判断から排除すべきではないとしているが紹介されている。 

データの品質を決定する工程やレベルは、問題の定式化の際に設定した受容できる不

確実性と関連しており、評価の文脈に依存するものとされている。データ品質を評価す

る際の留意点として、全ての LoE に対して一貫性のある品質評価を行うことが挙げられ

ている。また、利害関係者が信頼性に関するデータ品質の影響を理解するために、さら

に工程を再現性のあるものにするために、データ品質の評価方法を透明性をもって伝え

ることが重要とされている。 

 

データの信頼性（Reliability）：データの充分さ（Sufficiency）及び一貫性

（Consistency） 

データの充分さ（Sufficiency）とは、問題の定式化から出る質問に対して充分なデー

タとなる概念である。この充分さの程度は定式化された問題の文脈に依存し、問題の定

                                                        
2 https://echa.europa.eu/documents/10162/13643/information requirements r4 en.pdf/d6395ad2-1596-4708-ba86-

0136686d205e 
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式化で設定された不確実性のレベルに関係する。 

データの一貫性（Consistency）は、LoE 内で利用可能なデータ間の一致又は補強証拠

となる程度である。 

一貫性がある、あるいは一貫性がない場合にはその理由を報告すべきである。 

 

不確実性の統合 

OECD ガイダンスでは、不確実性を「データの変動性を含み、全ての情報源からの知

見の欠落又は制限（未知）によって生じるもの」とされている。データが比較的少ない

物質の場合には定性的な不確実性評価、十分なデータがある場合には確率論的解析

（例：モンテカルロ解析）等の統計解析が行える定量的な不確実性評価の方法がある。

定量的な不確実性評価を行うことで、データの分布が何に由来するかに関わりなくデー

タの変動性が含まれるため、導出される PoD（Point of Departure）の信頼性は増す。 

不確実性の評価は、証拠の重み付けを決定する際に不可欠であり、個々の LoE に使用

したデータの信頼性や全体の信頼性に直接影響を与えるものとなる。一般的に、不確実

性が高ければ、信頼度（Confidence）は低いものとなり、不確実性が低ければ、信頼度

は高くなる。 

不確実性評価の実施方法やその結果付与される不確実性の程度は、問題の定式化を行

った際に設定したゴール（到達点）と受容できる不確実性のレベルに依存する。 

 

関連性（Relevance）の決定 

関連性（Relevance）は、問題の定式化における質問に対する証拠一致の適切さ

（Appropriateness）あるいは程度である。例えば、水溶性物質の水生毒性の結果を底質

生物の評価に用いる場合のように、外挿の程度はデータの関連性に直接的な影響を与え

る。また、例え試験で意図した範囲でのデータの利用であっても、難溶性物質に溶剤を

入れて実施した試験の場合のように、データの関連性が疑わしくなることもある。 

データに関連性があるか否かの決定は、評価目的特異的であり、特に関連性がないと

する場合には注意が必要である。 

関連性が高い LoE とは、問題の定式化において設定した仮説に密接に関連しているデ

ータのこととなる。 

 

LoEへの証拠の重み付け 

証拠に重み付けをする際に最も重要なことは、アプローチの透明性である。統合した信

頼性（Reliability）及び関連性（Relevance）に基づき整理した個々の LoE に透明性のある

方法で重みを割り当てる方法を構築することが重要な要素となる。この際、重みスコア

（定性でも数字でも可。ただし、数字に定量性はない。）を使用できる。スコアの決定は

判断に基づくものであり、評価の目的に依存する。そのため、その方法を各評価実施機関





付属資料 1.3-2： 

 7  
 

現象に関する評価時点での知見・理解に依存する。 

因果関係（Causality）がない場合、WoE では仮説を支持することも反論することも不

可能ではないが困難となる。例えば、ある物質の生殖毒性がエストロゲン受容体介在性

の内分泌かく乱作用によるものであるとの仮説に対して、尤もらしい説明ができない場

合、他の機序（甲状腺ホルモン受容体あるいはアンドロゲン受容体介在性等）も考えら

れる。 

 

文書化 

多くの LoE を整理して証拠を統合する際には、文書化の目的のために、表形式を用い

ることで透明性が増す。この際、重み付けの方法及び結果も含めるべきである。また、

表に従って以下の説明を提供すべきである。 

 各 LoE 及びその重みの合理性（信頼性及び関連性のレベルに関する評価結果） 

 証拠の一貫性：結果として仮説を受け入れるあるいは拒絶するための基盤を作る

必要がある。 

 結論：結果の強さによる仮説の受け入れあるいは拒絶（関連がある場合には、結果

についての考えうる他の説明も） 

 知識ギャップによって残る不確実性の特定と、仮説に対する残る不確実性の感度 

 

不確実性の評価方法 

「2.3 証拠の評価（データの質の評価方法）」の「不確実性の統合」に記載。 
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情報要求や安全性評価の方法に関するガイダンスが示されており、WoE スキ

ームが提示されているエンドポイントもある。 

 

ECHA では「登録」の際に WoE を実施する際のヒント3として、以下を挙げている。 

 WoE を実施する際には、少なくとも、２つ以上の個別の結果が必要。二次情報源か

らの単独データのみの場合、WoE は適さない。 

 関連する性状や試験方法における専門性を有する専門家を選出すること。この専門

家は、利用可能なデータの信頼性（Reliability）、関連性（Relevance）及び妥当性

（Adequacy）を評価し、統合した証拠が物質の特性又は影響を結論する上で充分で

あるかどうかを判断する必要がある。 

 使用した全ての情報、評価過程で実施した全ての手順及び全ての個別の結論を文書

化することで、専門化判断を透明性があり、理解しやすいものにすること。 

 根拠となる証拠の科学的な正当性及び文書を提供すること。 

 関連性のある全ての情報をドシエ（Dossier）に示すこと。ECHA あるいは他の当局

は登録者程の詳細な物質に関する知見を持っているわけではない。 

 

さらに ECHA では、利用可能なデータに与える重みは、データの品質、結果の一貫性、

影響の特性及び重篤度、並びに情報の関連性に依存する、としている。このような証拠に

重み付けをするアプローチには専門化判断が必要であり、妥当（Adequate）かつ信頼性

（Reliable）のある文書化が不可欠、としている。 

 

WoE の実施手順 

ECHA の WoE ガイダンスにおいて提案されている WoE アプローチを図 1 に示す。WoE

アプローチ/工程は繰返されるものであり、全てのステップは相互に繋がっている。なお、

ガイダンスでは WoE アプローチと WoE 解析を明確に区別しており、WoE 解析は WoE の

一部に過ぎないとしている。 

このガイダンスでは、評価結果を提供する際に構造化された透明性のある方法とするこ

とを推奨している。 

 

                                                        
3 https://echa.europa.eu/support/registration/how-to-avoid-unnecessary-testing-on-animals/weight-of-evidence 
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図 1 ECHA (2017a) における WoE 手順 

 

ステップ 1：問題の定式化 

問題の定式化は、評価者が WoE/不確実性解析を実施する際に役立つ、特定の評価工程

に関連する一般的な質問と言い換えられる。WoE 解析や不確実性解析の工程は、問題の定

式化に対する結論に関連しており、例えば「物質の物理化学的性状、（環境）毒性を特徴

付けるために、我々は充分な知見があるか?」という質問に答えるために繰返されるもので

ある。これはリスク評価に関連する内容おいても同様である。受容できる不確実性/信頼度

のレベルは問題の定式化において設定されたゴールに依存するものである。 

REACH/CLP/BPR における問題の定式化の例を以下に示す。 

有害性評価関連： 

 PBT 評価：評価対象の物質は PBT 基準を満たしているか? 

 内分泌かく乱による SVHC：評価対象物質は REACH 規則 57 条(f)に合致する内分
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泌かく乱作用物質か? 

 分類表示：メカニズム/作用機序又はエンドポイント特異的な（有害な）影響がヒ

トと関連しないとする充分で科学的な証拠があるか? 

 REACH/BPR/CLP：特定のエンドポイントに関する有害な性質の有無について結論

する充分な証拠があるか? 

 REACH/BPR/CLP：REACH 規則付属書 XI/BPR 付属書 IV（例：WoE アプローチに

基づく適合、read-across アプローチに基づく適合）による情報要求において、登録

者の WoE 適合は充分か? 

 

リスク評価/リスク影響（impact）関連： 

 REACH 規則における認可適用の評価：リスク/ベネフィット解析；ベネフィットが

特定されたリスクを超えるか? 

 

ステップ 2：情報の収集 

ECHA の以下に示す REACH ガイダンスにおいて、規制上の有害性評価に関連する情報/

証拠の収集に使用する情報源のリストが提供されている。また、情報検索戦略及び収集し

た証拠を報告する必要がある。 

 

 Information requirements4 (Chapter R.2)  

 Information gathering5 (Chapter R.3)  

 Evaluation of available information6 (Chapter R.4)  

 Adaptation of Information requirements7 (Chapter R.5)  

 QSARs and grouping of chemicals8 (Chapter R.6) 

 

ステップ 3：個々の証拠の品質評価 

REACH/BPR におけるプロセスの場合、ECHA の Evaluation of available information6 

(Chapter R.4)において、（信頼性、関連性及び妥当性に基づく）データ品質の評価要素を示

しており、実験データについては Klimisch 基準が提案されている。Klimisch 基準を満たさ

ない証拠の場合、証拠の関連性がないと事前に却下するのではなく、一貫性/特異性に関す

る証拠の統合に関する枠組みにおいて評価が行われる。 

                                                        
4 https://echa.europa.eu/documents/10162/13643/information requirements r2 en.pdf/1fb0cfa6-8014-4477-a0dd-

b33ebe4f1fdc 
5 https://echa.europa.eu/documents/10162/13643/information requirements r3 en.pdf/41895234-1125-4977-b058-

50a98e36fa48 
6 https://echa.europa.eu/documents/10162/13643/information requirements r4 en.pdf/d6395ad2-1596-4708-ba86-

0136686d205e 
7 https://echa.europa.eu/documents/10162/13643/information requirements r5 en.pdf/51ffb7a7-baef-43ef-bac7-

501e95b5a1d5 
8 https://echa.europa.eu/documents/10162/13632/information requirements r6 en.pdf/77f49f81-b76d-40ab-8513-

4f3a533b6ac9 
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その他の証拠のタイプ（例：QSAR、read-across の使用、非標準的な in vitro 試験）の場

合は、以下の REACH ガイダンスで評価基準が提供されている。 

 Evaluation of available information (Chapter R.4) 

 QSARs and grouping of chemicals (Chapter R.6) 

関連性（Relevance）の評価については、以下のような観点を考慮する。 

 登録物質を代表する物質が試験されているか? 

 適切な生物種で試験されているか? 

 個体群に関連のある暴露経路か? 

 適切な用量/濃度で試験されているか? 

 エンドポイントに影響を与える重要なパラメータが充分に考慮されているか? 

妥当性（Adequacy）は、有害性/リスク評価の目的におけるデータの有用性と定義され、

最も関連があり信頼できる試験に最も重い重みが置かれる。また、問題の定式化における

質問を考慮し、証拠を統合し重み付けするステップ（ステップ 4）で評価される要素とと

もに繰り返し評価する必要がある。 

証拠の評価に利用できるツールとして以下が紹介されている。 

 The Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation approach 

(GRADE) 9 

 Systematic review frameworks10,11  

 The OHAT approach (Office Health Assessment and Translation)12  

 The SCENHIR opinion 13  

 The US OSHA14  

 The TOXRTOOL (Toxicological data Reliability Assessment Tool)15 

 Criteria of the Science in Risk Assessment and Policy (SciRAP) tool www.scirap.org:  

 The CRED-system16 

 

 

                                                        
9 GRADE, The Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation approach (GRADE) for 

systematic assessment of the quality, strength and certainty of evidence: The GRADE Working Group. (2013). 

http://gdt.guidelinedevelopment.org/central prod/ design/client/handbook/handbook html 
10 EFSA, 2010, Guidance for those carrying out systematic reviews. Application of systematic review methodology 

to food and feed safety assessments to support decision making. 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2010.1637/epdf 
11 EFSA, 2015. Scientific report on Principles and process for dealing with data and evidence in scientific 

assessments. https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4121a 
12 https://ntp niehs.nih.gov/ntp/ohat/pubs/handbookjan2015 508.pdf 
13 http://ec.europa.eu/health/scientific committees/emerging/docs/scenihr s 001.pdf 
14 https://www.osha.gov/weightofevidence/woe guidance.pdf 
15 https://eurl-ecvam.jrc.ec.europa.eu/about-ecvam/archive-publications/toxrtool 
16 Moermond et al. (2016). CRED: CRITERIA FOR REPORTING AND EVALUATING ECOTOXICITY DATA. 

Environmental Toxicology and Chemistry, 35(5), 1297-1309.  
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ステップ 5：信頼レベルの適用 

信頼レベル/証拠の強さは、個々の証拠に対しても割り当てることができる。全ての証拠

の統合段階において証拠に重みをつけるためには、信頼レベルについて透明性を持って記

録する必要がある。信頼レベルは、評価した個々の証拠評価による妥当性（Adequacy）、

関連性（Relevance）、信頼性（Reliability）、並びに WoE 解析における一貫性/特異性、尤も

らしさ及び一時性（Temporality）を使った証拠の重み付けの結果導かれる。 

なお、各 LoE の信頼レベルは統合及び重み付けした全ての証拠を考慮した全体の信頼レ

ベルの判断に反映されるべきものである。また、LoE の信頼レベルは定性的要素（例：尤

もらしさ）及び判定量的要素（例：一時性）として与えることができる。 

信頼レベルは通常、high（strong）、medium（moderate）、low（weak）で表現される。 

WoE アプローチを結論する際に全体的な信頼レベル割り当てる基準として、SCENIHR17

のものがある： 

Strong: 他の LoE からの矛盾した証拠が無く、ヒト及びひとつ又はそれ以上の LoE

による一貫した証拠がある（重要なデータギャップがない） 

Moderate: 主な LoE としてよい証拠であるが、他の LoE が欠如している（重要なデ

ータギャップ） 

Weak: 主な LoE からの弱い証拠（重篤なデータギャップ） 

Uncertain: 科学的用語で説明できない異なる LoE から、矛盾した情報であるため 

Weighing of evidence not possible: 適した証拠が無い 

 

同様に OECD の AOP（Adverse outcome pathway）プログラムにおける AOP 評価におい

ても AOP と主要イベント（Key event）との関係性を理解のレベルを特定するガイダンス18

において、weak、moderate 及び strong が使用されている。 

 

ステップ 6：不確実性解析 

証拠の解析とそれらの統合の結果としての不確実性の精緻化は、ステップ 5 実施した

WoE アプローチから導かれた全体の信頼レベルと相互に関係する。場合によっては、不確

実性を別の表に記録することが適切かもしれないが、信頼レベルの導出時に不確実性を詳

しく説明するだけで十分な可能性もある。 

 

                                                        
17 SCENIHR, 2012, Memorandum on the use of the scientific literature for human health risk assessment purposes, 

weighing of evidence and expression of uncertainty; available at: 

http://ec.europa.eu/health/scientific committees/emerging/docs/scenihr s 001.pdf 
18 Annex 2 of the “Users' Handbook supplement to the Guidance Document for developing and assessing Adverse 

Outcome Pathways", OECD Series on Adverse Outcome Pathways, No. 1, OECD Publishing, Paris, available at: 

http://dx.doi.org/10.1787/5jlv1m9d1g32-en 
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ステップ 7：結論 

問題の定式化において設定した質問に関連した結論を導く際には、結論に対する全体的

な信頼度レベル及び不確実性を参照して明確に記載する必要がある。また、WoE アプロー

チの結果として更なる作業が必要となる場合、その提案についても明確に記載すべきであ

る。提案について以下の例示が記載されている。 

 

 WoE アプローチにおける特定の部分の信頼度を増すための追加の情報/証拠 

 高次評価の手法（例：PBPK モデリング、確率論的アプローチ（不確実性を定量化可

能な方法で定義するための統計学的アプローチ））を用いた追加の解析 
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付属資料 1.3-4：REACH規則における PBT/vPvB評価のためのWoE 

REACH 規則においては、PBT 及び vPvB の評価（以下 PBT/vPvB 評価）は専門家判断を

用いた WoE に基づき実施することが定められている。そこで、WoE を含めた PBT/vPvB

評価の方法が記されている「Guidance on Information Requirements and Chemical Safety 

Assessment Chapter R.11: PBT/vPvB assessment1 (ECHA, 2017)」基づく内容のうち、以下に

ついて整理した。 

・PBT/vPvB 評価の必要性 

・PBT/vPvB 評価における WoE の位置付け 

・PBT/vPvB 評価における残留性評価のための統合的な評価及び試験戦略 

・PBT/vPvB 評価における生物濃縮性評価のための統合的な評価及び試験戦略 

上記のガイダンスは、規制当局が REACH 規則の第 57 条（f）の基準に合致する物質を

特定するための直接的な指針ではないとも述べられているが、REACH 登録者だけでな

く、REACH 規則において PBT/vPvB 評価を行う ECHA 及びメンバー国の規制当局にも関

連する文書であり PBT 又は vPvB 物質相当の物質を特定するために何が必要であるかを理

解するためのひとつの参考と位置づけられている。 

なお、PBT/vPvB 評価は有機物質に対してのみ適用される。 

 

PBT/vPvB 評価の目的、WoE 評価を必要とする場面 

PBT/vPvB評価の必要性 

そもそも PBT/vPvB 物質は経験的に、環境の一部に蓄積する特性によって下記の懸念を

増すと考えられている。 

・環境の一部への蓄積による長期間での影響は予測できない。 

・環境の一部への蓄積は、排出を停止したとしても物質濃度が低下するとは限らず、実

際に元に戻すことは難しい。 

・自然環境の本質的な価値を保護する必要があるが、人間活動に起因する有害物質によ

る更なる汚染から保護されるべき遠隔地を PBT/vPvB 物質が汚染する可能性がある。 

通常は低濃度レベルでの長期暴露であるが、食物連鎖の頂点に居る生物種はライフサイ

クルが長いため、PBT/vPvB 物質による影響は早い段階で検出することが難しい可能性が

ある。また、実験室での試験において毒性が示されなくとも、vPvB 物質の場合には長期間

にわたってヒトあるいは環境に予測できないが高いレベルで到達する可能性があり、長期

                                                        
1 https://echa.europa.eu/documents/10162/13632/information requirements r11 en.pdf/a8cce23f-a65a-46d2-ac68-

92fee1f9e54f 
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影響が生じる可能性が懸念される。また、PBT 及び vPvB 物質の場合、受容できるリスク

を定量的に決定するために充分な信頼性のある現在利用可能な方法を用いても、環境中で

の安全な濃度を設定することができない。 

このように、PBT や vPvB 基準を満たす物質の安全性評価の目的においては、従来の長

期影響に関する有害性評価や長期ばく露の推定を十分な信頼性をもって実施できないた

め、PBT/vPvB の評価が必要となる。 

 

PBT/vPvB評価におけるWoEの位置付け 

PBT/vPvB 物質の場合、試験実施が困難なことがあり、PBT/vPvB 物質であるかの Annex 

XIII 基準への該当性を判断する定量的データが得られにくい可能性がある。そのため、本

ガイダンスでは、PBT/vPvB 基準を満たすか否かを十分な確実性をもって決定するため

に、Annex XIII 基準への該当性を、定量的データを必ずしも用いることなく、利用可能な

全ての証拠を如何に考慮するかが説明されている。後述するが、REACH においては

PBT/vPvB の評価をスクリーニング段階と評価段階に分けて実施することとなっており、

Annex XIII 基準への該当性を判断する定量的データが得られない場合、スクリーニングの

情報及び利用可能な全ての情報に基づき結論できるようになっている。この PBT/vPvB 評

価のためのスクリーニング情報及び評価情報を用いる段階において、専門家判断を用いた

WoE による決定が適用される。この判断の際には、関連のある全ての利用可能な情報を考

慮しなければならない。 

専門家判断を用いた WoE を活用する際の要件として、REACH 規則の Annex XIII では

“（個別の結果に関わらず、利用可能な結果は WoE による決定に統合しなければならない

The available results regardless of their individual conclusions shall be assembled together in a 

single Weight-of-Evidence determination）”ことを定めている。つまり、個々のデータと基準

との直接的な比較は必要なく、PBT/vPvB の個別の特性に関する全ての情報を統合して、

適切な場合に基準と比較するものである。なお、WoE による決定は妥当性のある標準的な

試験データを無視することを正当化するためのものではなく、データの品質と一貫性に適

切な重みを付与する必要がある。 

 

PBT/vPvB 評価における残留性（P）評価のための統合的な評価及び試験戦略  

ガイダンスで提示されている残留性（P）評価のための統合的な評価及び試験戦略

（ITS：Integrated assessment and testing strategy）を図 1 に示す。 
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図 1 残留性評価のための統合的な評価及び試験戦略              

（ECHA (2017)の Figure R.11-3:を一部改変）  
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図 1 の残留性評価のための ITS について、以下（青文字で示す）の解説がされている。

また、青文字範囲内にある「R」が付与された項目番号や図表番号は PBT/vPvB ガイダン

スに由来する番号である。 

 

1. 易生分解性の証拠 

物質が容易に生分解される、又は 10 日間ウインドウを除いて生分解性の基準が満た

されている場合、PBT/vPvB 評価のためにさらに生分解試験を行う理由はない。結論

は、物質は一般的に残留性（P 又は vP）の基準を満たしているとはみなされない、とい

うことである。 

 

2. その他のスクリーニング情報（表 R.11-4） 

ITS に従い、スクリーニング情報に基づいて、表 R.11-4 及び IR＆CSA に関するガイダ

ンスの R.7b 章の 7.9.4、R.7.9.5 に記載されている基準と条件に従って、物質は潜在的に

P / vP である又は P / vP ではないと結論付けることができる。以下に示す箇条書きの注

釈を検討した後、物質が「P でない」又は「vP でない」と結論付ける前に、その結論に

対する反証が存在するかどうか、例えばモニタリングデータ又は他の入手可能な情報か

ら注意深く調べる必要がある。Weight of Evidence の残留性に関する全ての利用可能な情

報と組み合わせると、残留性に関する結論は、1 つ又は複数の環境媒体に及ぶ可能性が

ある。 

物質が易生分解性試験以外の生分解スクリーニング試験で分解することが確認された

場合、その結果を使用して、その物質が環境に残留しないことを示せる。 

IR＆CSA に関するガイダンスの R.7b 章のセクション R.7.9.4 及び R.7.9.5 は、この目的

に使用できる。例えば、拡張生分解性試験の章 R.7b で指定された条件下で得られた

60％を超える究極生分解性（ThOD、CO2 発生）又は 70％を超える究極生分解性（DOC

除去）の結果は P の基準が満たされていないことを示すのに使われる。この拡張は、標

準化された海洋生分解性試験（OECD TG306、海洋 CO2 発生試験、海洋 BODIS 試験、

及び海洋 CO2 ヘッドスペース試験）にも適用できる。 

 本質的生分解試験データの評価 -Zahn-Wellens 試験（OECD TG 302B）又は MITI 

II 試験（OECD TG 302C）のみ（SCAS 試験ではない）の結果を使用して、特定の

追加条件が満たされていることを条件として当該物質が P の基準を次の基準を満

たさないことを確認できる。Zahn-Wellens 試験では、7 日以内に 70％の無機化レ

ベル（DOC 除去）に到達する必要があり、対数期は 3 日以内であり、試験で分解

が発生する前の除去率は 15％未満である必要がある（接種材料の事前順化は認め

られていない）。MITI II 試験では、14 日以内に 70％の無機化レベル（O2 取り込

み）に到達する必要があり、対数期は 3 日以内でなければならない（接種材料の

事前順化は認められていない）。本質的生分解性試験での分解の欠如（20％以
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めには、加水分解速度に対する溶存有機炭素/吸着プロセスの影響を調べるなど、

追加の研究が必要になる場合がある。加水分解試験で得られた分解半減期は、附

属書 XIII の残留性基準と比較することはできない。非生物的分解は主要な分解で

あるため、PBT/vPvB 特性を備えた安定な分解生成物の潜在的な形成を慎重に考

慮する必要がある。加水分解生成物は、テストガイドラインに含まれる推奨事項

に従って特定する必要がある（例：OECD TG111）。 

 その他の非生物的データの使用–その他の非生物的な研究（光分解、酸化、還元

など）から得られたデータは、残留性評価の範囲内で単独では使用できないが、

WoE アプローチの一部として使用できる。異なる環境媒体で利用可能な光には大

きなばらつきがあるため、光分解データの使用は一般的に残留性評価では認識さ

れていない。 

 フィールド調査–フィールド調査から得られたデータ（メソコスムなど）は、

WoE アプローチの一部として使用できる。これについては、セクション

R.11.4.1.1.5 で「残留性のフィールドスタディ」と名付けられている。 

 モニタリングデータ–WoE 分析の一部として使用されるモニタリングデータが、

遠隔地に物質が存在することを示している場合（つまり、北極海やスカンジナビ

アの北極圏/北極圏湖などの人口密集地域や既知の点源からの距離が長い）、物質

を P 又は vP として結論付けることができる場合がある。発生源に近いエリアで

取得したモニタリングデータは、P / vP 評価にも役立ち、結論を裏付ける 1 つの

Line of Evidence として使用できる（両方向：P/vP である又は P/vP ではない）。

P/vP 評価でのモニタリングデータの使用にはいくつかの不確実性が含まれてお

り、物質の分布と輸送の挙動について十分な理解があり、提示されたモニタリン

グデータの不確実性が適切に対処されている条件下でのみ、モニタリングデータ

に基づいて結論を導き出す必要がある。モニタリングデータに当該物質が検出さ

れないことが、物質が残留性ではないことを必ずしも意味しないため、慎重に検

討する必要がある（たとえば、分析方法に欠点があると、環境中の物質のモニタ

リングに影響を与える可能性がある）。モニタリングデータが環境媒体又は生物

相の物質レベルが上昇していることを示している場合、そのような時間的な傾向

の理由が、量、使用、及び放出の時間的な傾向に関する情報に対して非常に慎重

に評価されるべきである。モニタリングデータが、物質が vP 基準を満たしてい

ること、又は場合によっては P 基準が他の裏付け情報に加えて満たされているこ

とを明確に示している場合（及び矛盾するデータがない場合）、シミュレーショ

ン分解性データを生成する必要がないことがある。後者の場合、P/vP 基準に達成

したかどうかの結論は、WoE 分析の一部として使用される他のサポート情報に加

えて、モニタリングデータ、物質の分布/輸送の挙動に関する情報に基づいて導き

出すことができる。 
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4. P/vP について結論を出すために必要な追加情報–以下に説明するように開発される

試験戦略 

ITS のステップ 1〜3 に基づいて、さらに分解性試験が必要な場合、残留性の試験戦略

を開発する必要がある。試験戦略は、試験で可能な限り少ない努力で残留性について結

論を下すと同時に、全ての環境媒体（海水、淡水又は汽水、海洋底質、淡水又は汽水底

質及び土壌）の残留性評価を対象とする必要がある。 

 

4.1 懸念のある特別な環境媒体の特定 

この段落では、さらなる試験の必要性が特定され、試験媒体について決定する必要が

ある ITS の部分について説明する。 

一般に、技術的に実行可能な場合は、OECD TG 309 で試験を開始することを推奨す

る。ただし、OECD TG 309 が環境中の物質の残留性を反映する手段を提供していないと

いう証拠がある場合、他の環境媒体を最初の試験環境とみなすことができる。例えば、

水以外の媒体で P / vP 基準を超えることが予想される場合、又は環境関連の条件で物質

が急速に加水分解する場合、これは試験戦略で考慮される必要がある。物質の運命と放

出に基づいて、水媒体が関連する環境媒体ではないとみなされる場合、これも試験戦略

で考慮されるべきである。これは、以下のセクションで説明するように、潜在的な P / 

vP 物質のほとんどの場合には当てはまらないと予想される。OECD TG 309 が技術的に

実現可能でない場合、最初に試験するのに最も関連する環境媒体の選択を正当化する必

要がある（ステップ 4.2）。 

OECD TG 309 は、次の理由から優先されるべきである。 

 第一に、水域は大量の水のため、関連する環境媒体と見なされる。デフォルトで

は、水媒体は直接又は間接的にかなりの量の放出物を受け取り、例えば、沈着と

流出（物質の運命と放出に基づく場合を除き、水媒体は関連する環境媒体ではな

いとみなされる）を通じて物質を輸送/分配する。水に入ると、物質は非常に長い

間そこにとどまり、底質又は（空気を介して）土壌媒体などの他の環境媒体に到

達する前に（環境輸送、分配及び分配プロセスを介して）長距離に広がる可能性

がある。 

 特に、吸着性の傾向がある低水溶性物質の場合、OECD TG309（懸濁物質のデフ

ォルト濃度 15mgdw/L、OECD TG309 に関する以下のセクションを参照）は、潜

在的な NER の形成を最小限に抑える。OECD TG307 及び 308 の研究で NER（非

抽出性残留物）がかなりのレベルで形成されている場合、これを解釈し、REACH

規則の附属書 XIII の分解半減期基準と比較することは困難である。 

 OECD TG 309 は好気性条件下で実施される（「嫌気性」オプションはない）。P

評価ではまず好気的分解性を考慮する必要があるため、これは関連する試験条件
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と見なされる。一般的に、嫌気性条件のみを使用した試験は、最初のステップと

しては必要ない。 

 

このステップでは、使用/放出の完全な不在による考慮事項、及びそれによって特定の

環境媒体を試験する必要性の排除に関する考慮事項は説明されていないことに注意する

必要がある。 

分解に関する情報、及び環境モニタリングデータ、CSA で推定される排出量、分布の

モデリングデータ（Mackay レベル III など）及び物理化学的情報を評価して、残留性に

特に懸念のある環境媒体（遠洋表層水、遠洋海水、底質、海洋底質又は土壌）があるか

どうかを決定する必要がある。評価の推進要因は、3 つの（5 つの）環境媒体全てにつ

いて、可能な限り少ない試験によって結論を導き出す必要があることである。P / vP 基

準を超える可能性が最も高い環境媒体、又は分解半減期が基準に最も近い環境基準（基

準を超えていない場合）には、残留性に対する特定の懸念が通常存在します。最も関連

性のあるばく露の環境媒体を考慮することも、試験のための特定の環境媒体の特定に役

割を果たす可能性がある。特定の環境媒体でのばく露の欠如は、例外的なケースでは、

P/vP 評価から特定の媒体を除外するために許容される場合がある。 

 

以下の証拠は、特定の懸念事項の潜在的な環境媒体の特定に役立つ場合がある。 

 利用可能な情報は、（非生物的及び生物的）分解率/半減期が特定の環境媒体の P / vP

基準を満たすことが期待されることを示唆している。 

 残留性を示唆する環境モニタリングデータは、物質の特定の環境媒体にある可能性が

高い。 

 環境媒体への直接排出が発生すると予想される。 

 ライフサイクルは十分に特徴付けられており、環境放出とばく露評価（環境運命、モ

デリング、モニタリングデータを含む）は、特定の環境媒体がばく露されていること

を示している。 

  

シミュレーション分解試験に表層水以外の環境媒体が選択された場合、正当化を提供す

る必要がある（以下のステップ 4.2 を参照）。 

 

4.2 試験媒体を指定/正当化する 

上記（ステップ 4.1）で説明したように、OECD TG 309 が推奨試験である。さらに試

験するために別の試験を選択した場合、これを正当化する必要がある。考えられる理由

は次のとおり。 

 OECD TG 309 は通常、1〜100μg/ L の濃度で、好ましくは 1〜10μg/ L の範囲で実

行される（生分解が 1 次反応速度論に従うようにするため）。 
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 一般に、物質の水溶性が非常に低い場合（通常 1μg/ L 未満）、遠洋試験（OECD 

TG 309）の代わりに、底質（OECD TG 308）及び/又は土壌（OECD TG 307）の試

験が必要になる場合がある。試験条件を設計する際には、定量化の分析方法の検

出限界を考慮する必要がある。 

 水生試験は技術的に実行可能ではない。技術的に実現可能とは、適切な分析方法

やその他の試験手順を開発して、信頼できる結果を生成できるように表層水中の

試験を実施することが、合理的な努力によって不可能であることを意味する。適

切な分析方法は適切な感度を持ち、濃度の関連する変化（代謝産物の変化を含

む）を検出できる必要がある。 

 利用可能なデータ（文献など）からの示唆は、直接又は間接ばく露の証拠を含

め、異なる環境媒体（すなわち、土壌又は底質）で残留性が生じる可能性が高い

ことを示唆している。 

 物質は多成分/ UVCB であり、試験を実施できる試験物質濃度に影響する（つま

り、個々の成分の複数の水への溶解度が異なる）。 

 

セクション R.11.4.1.1 のシミュレーション試験戦略に関するその他の考慮事項も参照す

ること。 

 

5. 試験された環境媒体の残留性について結論付けるために、さらに情報が必要か？ 

実行された試験から得られた情報を評価し、結果を P / vP の REACH 付属書 XIII 基準と

比較する必要がある。 

 物質又はその分解生成物が持続的（残留性あり）又は非常に持続的であると結論

付けられた場合、残留性評価のためにさらに試験する必要はない。 

 物質とその分解生成物が試験された環境媒体で非持続的（残留性なし）であると

結論付けられた場合、残りの媒体に懸念がないことを確認する必要がある（ステ

ップ 6 を参照）。 

 

6. 試験されていない環境媒体の残りの懸念 

利用可能な情報が、試験データがない残りの環境区分の全て又は一部の残留性評価を

完了するのに十分であるかどうかを検討する必要がある。P 及び/又は vP 基準が 1 つの

環境媒体で満たされていると結論付けることができる場合、他の媒体についてこれ以上

の情報は必要ない（上記のステップ 5 を参照）。 

一般に、単一のシミュレーション分解性試験の結果を他の環境媒体に直接推定するこ

とはできない。ただし、結果は、環境的に現実的な条件の環境メディアが研究用に選択

され、結果/架橋の解釈が適切な正当化によって裏付けられている場合、他の媒体の残留

性を結論付けるのに十分である可能性がある。複数のシミュレーション試験データの利
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用性又は生成により、1 つ又は複数の環境媒体の環境分解半減期に関する専門家の判断

により、より多くの証拠に基づく結論を引き出すことができる。フローチャートのこの

時点で、データが 1 つ、2 つ、又は 5 つ全ての環境媒体をカバーするかどうかの決定

は、ケースバイケースで行われる必要がある。 

要件は、3 つの（5 つの）環境媒体全てについて結論を出すことであることを強調し

ておく必要がある（REACH 付属書 I、セクション 3.0.2 を参照）。最初に試験された媒

体について「P ではない」という結論を導き出すことができたが、利用可能なデータが

他の媒体で結論を引き出すのに十分でない場合、結論を引き出すことができなかった媒

体の評価を完了するにはさらにデータを生成する必要がある。 

ばく露の欠如に基づく P/vP 評価からの特定の環境媒体の除外は、非常に例外的な場合

と正当化の場合にのみ許容されることがある。ある特定の環境媒体でのばく露の不在の

正当化は、通常の定量的リスク評価の目的の正当化とは異なり、（潜在的な）PBT/vPvB

物質の場合には、PBT/vPvB の評価に際して非常に長い期間にわたる分布も考慮する必

要がある。 

 

7. 評価と P 及び vP 基準 

シミュレーションデータから得られた半減期（寿命）は、3 つの（5 つの）環境区分に

関する REACH 規則の付属書 XIII の基準に対して評価され、P 又は vP 基準が満たされて

いるかどうかが判断される。物質が「P ではない」又は「vP ではない」と最終的に結論

付ける前に、加盟国の国家モニタリングプログラム（例えば、スウェーデンの国家モニ

タリングデータ収集）、欧州のモニタリングプログラム（NORMAN Network など）又は

国際的に認められた組織（OSPAR やドナウ河保護委員会など）のモニタリングデータか

ら矛盾する証拠が存在するかどうかを注意深く調べる必要がある。例えば、北極海や高

山湖などの遠隔地や原始的な環境で検討中の物質がかなりの濃度で発見されることは、

高い残留性の証拠がある可能性があるため、慎重に調査する必要がある。また、汚染さ

れていない地域の食物連鎖のより高いレベルで物質がかなりの濃度で検出されること

は、高い残留性を示す場合がある（生物蓄積の可能性に加えて）。そのような証拠によ

って物質が残留性の可能性があることを示している場合、さらなる調査が要求される。 

  





付属資料 1.3-4 

13 

 

PBT/vPvB 評価における生物蓄積性（B）評価のための統合的な評価及び試験戦略 

図 2 に PBT/vPvB 評価における B 評価のための ITS を示す。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2 B 評価のための統合的な評価及び試験戦略（ECHA (2017) の Figure R.11-4 を一部改

変） 
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付属資料 1.3-5：REACH規則の「登録」における分解性/生分解性のためのWoE 

REACH 規則の「登録（Registration）」のための情報要求及び化学物質の安全性評価に関

する以下のガイダンス1に示されている分解性評価のためのウェイトオブエビデンス

（WoE）について紹介する。 

 

はじめに 

ガイダンスでは化学物質の分解性/生分解性について、主に次のように説明している。 

 環境中での有機化合物の分解は、暴露に影響し、生物相における長期の有害影響の

リスクを推定する際の重要なパラメータとなる。 

 どのような高次又はシミュレーションデータが必要であるかの決定においては、化

学物質の分配挙動、放出あるいは廃棄パターンを考慮すべきであり、最も関連性の

ある環境媒体に対する必要な試験の優先順位付けに役立てられる。 

 評価対象の物質が安定で、毒性のある分解生成物を生じるかを評価する必要がある。

このような分解が起こる場合には、その分解生成物の性質（毒性や濃縮性を含む）

を考慮した評価が必要である。 

実際に REACH 規則で要求されている試験項目は、100 トン/年以上の場合、加水分

解性試験及び易生分解性試験以外に環境媒体を考慮した試験の考慮が必要となってい

る。 

REACH 規則では分解性/生分解性の情報は以下の目的で使用されるため、以降で紹

介する WoE もこれらの評価を目的としたものとなる。 

 分類 

 PBT 評価及び vPvB 評価 

 リスクキャラクタリゼーションの際の暴露評価（PEC の導出） 

 

注：上記の分類以外は、登録の際のトン数帯や当該物質の CLP 規則に基づく分類結果

によって評価の必要性が変わる。 

 

                                                        
1 https://echa.europa.eu/documents/10162/13632/information requirements r7b en.pdf 
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分解性評価のための WoE 

REACH の「登録」においては、情報要求で指定されているタイプ以外の情報（単独の

情報あるいは組合わせの情報）を用いる前提として、以下が求められている。 

・標準的な試験により得られる結果と同等であること。 

・分類表示、PBT/vPvB 評価及び化学物質安全性評価の 3 つの法的要素に対して妥当

であること。 

上記の同等性及び妥当性を示すには、専門家判断、既存の全情報を最大限使用した WoE

によって実証される必要がある。 

ここで言う WoE は、異なる情報源からの情報を統合し、不確実性のあらゆる側面に基づ

き物質の分解性について結論することを目的とした、意思決定をするための活動である。

多くの場合、その活動には専門家判断が必要となるが、それを透明性があり、分かりやす

くするために、利用される全ての情報、評価過程で実施される全ての手順及び導かれた全

ての結論が完全に文書化され、正当化されていることが不可欠、とされている。 

全ての利用可能な分解性データを WoE により利用するスキームを図 1 に示す。このスキ

ームでは、各ステップの並びは自由で組み替えてよいことになっている。これは、各ステ

ップの並びがデータの質や量に依存するためである。なお、各ステップは以下の 3 種の作

業に関連している； 

(i) 情報収集 

(ii) 個別の情報断片の品質評価 

(iii) 全ての利用可能な情報の全体的な評価 
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図 1 分解性評価のための WoE のスキーム（ECHA（2017）Figure R.7.9-2 及び Figure R.7.9-3 を一部改変） 

注：左図及び右図に記載されている各ステップの内容はまったく同一であり、各ステップの順番はフレキシブルであることが示されてい。



付属資料 1.3-5 

4 

 

図 1 の左図の順番に従ったガイダンスの解説を以下に示す。 

 

ステップ 1：物質のキャラクタリゼーション 

CAS 番号、分子式、化学構造、純度及び既知の異性体があるか等を調べる。 

さらに、以下の OECD ガイドラインによって測定された物理化学的性状に関する情報が

あることが望ましい。 

- 蒸気圧 

- 対水溶解度,  

- バッチ法による吸着-脱着 

- 分配係数（n-オクタノール/水） 

- 水中での解離定数 

- HPLC 法による分配係数（n-オクタノール/水） 

- HPLC を用いた土壌及び下水汚泥に関する Koc の推定 

 

分解性のデータを評価する、あるいは新たな試験を求める前に、微生物に対する毒性に

ついての情報を評価しておくことが重要である。この際、OECD TG209 のような試験から

得られたデータ適切である。 

最後に、物質の用途及び排出に関して収集したあらゆる情報は、既存データの潜在的な

関連性を決める際に役立ち、ステップ 2 やステップ 3 での追加すべき分解性データの優先

順位付けにも役立つ。 

 

ステップ 2：試験免除要素の評価 

試験免除要素の評価には以下が含まれる。 

 生分解性を試験できないため、無機物質については生分解性試験を要求しない。 

 環境中で物質が迅速に無機化することが想定され、当該試験による追加情報がほと

んどないと考えられるため、易生分解性のある物質については、加水分解性試験は要

求しない。また、物質が加水分解される場合、それは易生分解性試験でも起こってお

り、60%を超えて無機化が起こっている場合、最終分解生成物が存在する可能性はほ

とんどない。加水分解性試験はまた、難水溶性物質で実施することは困難であり、そ
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のような物質は環境中の水との関係する可能性は低く、関連性が低い可能性がある。 

 環境中で迅速に分解すると推定されるため、表層水、土壌及び底質におけるシミュレ

ーション試験は易生分解性物質には要求しない。直接的あるいは間接的暴露の可能

性がない場合、特定のシミュレーション試験も要求しない。PBT 評価が必要ない場

合、暴露が低い、あるいは PEC_regionalの改善が不要ないずれの場合においても、リス

ク評価を目的とした実施は不要だろう。 

 60%の基準は残りの 40%は微生物バイオマスに同化し、いかなる一時的な代謝物も分

解すると考えられるため、易生分解性物質については、分解生成物の特定は要求しな

い。 

 

ステップ 3：情報収集 

既知のアナログがある物質の場合には、関連性のある物理化学的データ及び分解データ

を収集する必要がある。生分解性の場合、生分解性の生化学が既知の場合、共通のメカニ

ズム（例：特定の炭化水素のβ酸化）を介して分解することが既知の物質にアナログを含

めることができる。ただし、類似した関連アナログであったとしても、生分解性の異なる

パスウェイが存在することが知られている。分子の単純な構造変化であっても環境中にお

ける挙動を変化させるため、物理化学的性状の違いには特に注意が必要である。 

以下の情報は、特定の規制の決定のために、正確さ（Accuracy）、説明性及び関連性に従

った情報タイプによって構成できる。 

 モニタリング研究及びフィールド研究 

 シミュレーション試験データ 

 本質的分解性データ 

 易生分解性及び改良易生分解性試験 

 残留性がないことを示すための拡張スクリーニング試験 

 非標準的な試験データ（純粋な微生物のみを用いたデータを含む） 

 記載の乏しい試験データ 

 海水中の生分解性データ 

 非生物的分解性データ 

 下水処理場における除去データ 

 QSAR データ 
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情報（源）の組合せが最も包括的な評価を与えるはずであることを、常に考慮すべきで

ある。関連性及び信頼性のある試験と非試験データの間に一貫性がないことに理由を見出

せない場合、非試験データは通常、決定材料とすべきではない。 

幅広い分解データの情報が利用できる場合、WoE アプローチを用いるべきである。 

一つ以上のシミュレーション試験の結果が利用できる場合、環境条件に関連のある試験

（例：試験濃度及び温度）の文書化、現実性、関連性及び質を考慮して、観察した範囲に

おける、よりハイエンドにおいて適切な分解半減期を選択できる。 

一つ以上のスクリーニング試験結果が利用できる場合、陰性の結果に係りなく、科学的

な品質が良好で試験条件が充分に記載されている（つまり、ガイドラインク基準が満たさ

れている）のであれば、陽性の試験結果を妥当と考慮すべきである。被験物質の毒性影響

によってスクリーニング試験の結果が陰性となることがあるため、低濃度の被験物質を使

用するシミュレーション試験がより現実的な環境中での分解を推定できる可能性があるこ

とに注意が必要である。 

記載が不十分な報告書あるいは非標準的データ（例：混合又は純粋培養系を用いた生化

学的研究）の判断を行う場合、データの潜在的な利用性を最大化するために、以下に示す

情報を抽出すべきである。 

 植種源及び密度を明らかにすべき。理想的には工業サイトから採取されているべき

ではない。また、密度は易生分解性試験のものと同等であるべき。 

 被験物質に対する事前暴露を含む、植種の事前処理 

 被験物質、純度及び試験に用いた濃度 

 試験の実施理由（例：構成微生物の単離あるいは生分解パスウェイの決定） 

 分析対象（例：親化合物、DOC、BOD あるいは CO2発生） 

 あるいは期間内での除去率あるいは分解速度のいずれか 

 

易生分解性と特定されている物質の場合、いかなる既知代謝物も易生分解性として考慮

できる。公知の文献や Minnesota Biodegradation Database（http://umbbd.ethz.ch/）が代謝物の

特定に役立つかもしれない。 

モニタリングデータがある物質の場合、モニタリングプログラムに関連する適切なメタ

データ（例：サンプル数、日付、時間、頻度、関連する水理地質学的及び企業学的データ

等）を含めてデータを収集することが重要である。 

この時点までに収集した情報を用いて、1) 利用可能な情報の関連性を決めるために、懸
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念のある環境媒体を特定し、2) モニタリングデータのいずれかが暴露モデルの予測を指示

するかどうかを決定するために、この段階での物質暴露をモデル化できる可能性がある。 

QSAR モデルの予測の信頼性は、モデルの検証状況（例：感度及び特異度等）及び、予

測がモデルの適用範囲内で行われているかの評価に基づき実施すべきである。類似の考慮

は、分解性に関連する物質カテゴリの堅牢性を判断する際にも適用される。もし read-

across や物質カテゴリによる支持が可能な場合、多くの QSAR モデルの予測を使用する

程、易生分解性の堅牢な全体的な予測ができる可能性が高まる。 

全ての利用可能な分解性試験データを使用することで、物質の分解性に関する包括的な

評価ができる可能性がある。例えば、有意な無機化（>40%）が示されたが、易生分解性基

準に満たないような易生分解性試験データが存在する場合がある。そのようなデータが利

用可能な場合には、検証済み QSAR やいかなる有意な代謝物も存在しない迅速な分解を示

す他の試験データのような生分解性の他の証拠とともに利用できれば、残留しないための

証拠として利用できるかもしれない。 

 

ステップ 4：WoE評価 

REACH の要求に関係する関連性のある全ての情報が収集した後に、各法的エンドポイ

ント（つまり、有害性評価（例：分類表示）、暴露評価（PEC 決定のため）及び残留性評

価（PBT/vPvB 評価のため））の結論を導くために充分な情報が存在しているかを決定する

必要がある。 

情報が不十分な場合、残る不確実性の要約とともに、各法的エンドポイント（3 種の評

価）のデータギャップを特定する必要がある。シミュレーションデータが要求されるトン

数帯の物質の場合、残留性（P/vP）評価及び暴露評価をサポートするために最も適切な環

境媒体を特定すべきである。 

 

統合的試験戦略（ITS: Integrated Testing Strategy）との関連性 

WoE は、統合的試験戦略（ITS: Integrated Testing Strategy）と密接に関連しており、利用

可能な証拠は ITS における後続試験の決定に役立つ。一方、その後続試験により得られた

結果は、WoE に影響を与え、更なる試験の必要性等の新たな意思決定の材料となる。

REACH で目的としている分類表示、PBT/vPvB 評価及び化学物質安全性評価をするため
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に、分解性データの利用を最大化するアプローチとしてまとめられた分解性に関する ITS

を図 2 に示す。また、分類表示に関する分解性データの適正を判断するための ITS を図 3

に示しておく。 

 

 

図 2 分解性に関する ITS（ECHA（2017）Figure R.7.9-3 を一部改変） 
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図 3 分類表示に関する分解性データの適正を判断するための ITS（ECHA（2017）

Figure R.7.9-4 を抜粋） 

NRD：Not Readily Degradable、RD：Readily Degradable



 

 

 

 

 

付属資料 1.3-6 

REACH規則の「登録」における水生生物濃縮性のため WoE 

  



付属資料 1.3-6 

1 

 

付属資料 1.3-6：REACH規則の「登録」における水生生物濃縮性のためWoE 

はじめに 

水生の生物濃縮性のデータは 100 トン超/年の登録者に要求される情報である。しかし、

100 トン未満/年の登録者であっても、10 トン超/年で化学物質安全性評価（CSA）を実施

する必要がある場合、有害性の分類や PBT 評価においてその情報が必要になる。 

 

水生生物濃縮性のための WoE 

水生生物濃縮性のための一般化した WoE はないが、登録者向けの情報要求及び CSA に

関するガイダンス1で紹介されている手順を以下に示す。 

 

ステップ 1：物質のキャラクタリゼーション 

構造の検証 

・特に非試験法を用いる場合に重要である。 

 

物質の物理化学的性状 

・生物蓄積性のある物理化学的性状として以下の情報を収集する 

- 蒸気圧 

- 対水溶解度 

- log Kow（入手可能な場合には、オクタノールへの溶解度、分子量（関連があるなら

分子サイズ及び最大の長さ）） 

- ヘンリー定数 

- Koc/Kp 

- pKa 

 

物質の分解に関する情報 

・物質の分解及び環境中での分解生成物に関する情報を収集する。これには、生物によ

る潜在的な代謝物の情報をも含まれる。 

・この情報に基づき、評価において分解物/代謝物を含めるべきか否かについて結論す

る。 

 

                                                        
1 https://echa.europa.eu/documents/10162/13632/information requirements r7c en.pdf 
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生物蓄積性の可能性に関する予備的解析 

・log Kow に基づく確認：環境中で関連のある pH において生物蓄積性の可能性があるか

（つまり log Kow >3）?もし、そうであれば 

- log Kow<6 なら、線形モデルによる BCF を推定する。 

- log Kow>6 なら、BCF と log Kow の間の定量的相関性は不確かである。より良い情報

がない場合には BCF が 25,000（logKow に対応する値）を想定することになる。 

- イオン化する物質については、別途ガイダンスを参照すること。 

- 分子の性質や物理化学的特性を PBT 評価に関連する取り込みの削減を示唆する要素

に利用できる。B 基準を満たさないとする場合、ワーストケースの初期的 BCF とし

ては 2000 を想定する。 

- 物質のキャラクタリゼーションによって、その物質（の評価）が「難しい」ことが分

かる（例：吸着能が高い場合（logKp>3）、logKow の測定又は予測ができない） 

- 関連のあるばく露経路の特定：水だけか、水及び経口経路があるか（例: log Kow>4.5

の物質） 

 

ステップ 2：潜在的なアナログの特定 

・関連性がある場合、アナログ物質の実験的な生物蓄積性のデータを収集する。 

・選択したアナログが類似していると考えられる理由を明らかにする（生物濃縮能に関

して） 

・この段階でさらに追加すべき質問として 

- 生物への蓄積能がある既知の物質グループに属するか?（例：有機スズ化合物、高

塩素化有機物質等） 

- log Kow が生物蓄積性と関連があるか（脂質に蓄積することが想定されることに基

づく）?実験的証拠あるいは脂質に分配する以外の吸着メカニズムに関する他の指

標（例：金属、パーフルオロ基を有する化合物）を徹底的に評価すべきである。当

該物質に生物蓄積性の可能性はあるが脂肪にではないと信じられる理由がある場

合、定量的に生物蓄積性を推定する非試験法がないため、BCF 試験を実施すべき

である。 

 

ステップ 3a：既存の in vivoデータの評価 

利用可能な in vivo データには、（藻類を含む）無脊椎動物の BCF、魚類の BCF 魚類の食

餌試験による BMF（BCF に変換できる）、無脊椎動物の BASFs、フィールド試験の BMF 
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predator 及び哺乳類（利用可能な場合鳥類も）のトキシコキネティクスデータが含まれ

る。全ての利用可能な結果（ガイドライン及び非ガイドライン試験を含む）について信頼

性を評価する（評価方法はガイダンスの R.7.10.4.1）。1 つ以上の標準的な試験データが利

用可能な場合、ステップ 4b までの評価を続ける。 

フィールドでの物質の生物濃縮の可能性に関する他の示唆についても考慮すべきであ

る。例えば、 

二次的毒性作用によるリスク評価や PBT 評価を支援するために、フィールド研究の結果

（モニタリングデータを含む）が利用できる可能性がある。生物濃縮を示唆する信頼でき

るフィールドデータが、当該物質の BCF が Kow による推定 BCF とほぼ同等あるいはそれ

以上になることを示唆する可能性がある。 

 

ステップ 3b：非試験データの評価 

Kow が生物濃縮性の良い予測指標になるため、Kow に基づく(Q)SAR が通常は推奨され

る。より高い不確実性を含むが、対水溶解度あるいは分子記述子に基づく(Q)SAR の使用

も考えられる。単一の特定の QSAR の選定については常にその正当性を説明すべきであ

る。複数の信頼できる QSAR が利用できる場合、相違理由を考慮すべきである。また、

R.6.1 に示した専門家判断を利用すべきである。 

最も関連があり、信頼できる QSAR モデルの予測 BCF 値の上限を用いて、注意深く結

論を導くべきである。実測の BCF データがあるアナログが利用可能な場合、評価対象物質

の予測のために選定した QSAR の予測性を実測と予測値の比較によって得ることができ

る。 

 

ステップ 3c：in vitroデータの評価 

信頼できる in vitro の代謝データが利用可能な場合、BCF の推定値あるいは代謝により

減少する BCF の定性的な示唆を得るためのサポート情報として利用できる可能性がある。 

 

ステップ 4：複数の BCFデータによるWoE 

R.7.10.4.1 にある評価基準に合致しない試験は信頼性の低いものとし、低い重みを適用す

べきである。もし信頼できる魚類のデータがある場合、あらゆる相違の理由について訴求

すべきである（例：異なる種、サイズ等）。試験内変動を削減するために、可能な場合

（であり適切な場合）には、データは脂質補正及び成長希釈を補正したものであるべきで

ある。 
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次項で示す ITS（R.7.10.6）はこれらの考えに基づくものである。 

 

統合的試験戦略 

図 1 に、100 トン超/年の登録であり、動物の使用及び費用を最小にする上で、最も効果

的に水生生物蓄積性の情報を与える ITS を示す。通常、利用可能なデータから提案される

BCF が行政目的の判断基準に近い場合、より多くの情報が必要になる点に留意が必要であ

る。 

事前に考慮しておくべきこと 

・物質の組成： 

- 対象物質が非イオン性の有機物質であるか? 

- 代表的な成分が明らかか? 

これらの問いに対する答えが「否」の場合、Kow や QSAR に基づく推定方法の利用

は限定的となる。 

・物理化学的性状： 

- 試験デザイン及び水生生物に対する曝露の可能性に大きく影響する、特に蒸気

圧、対水溶解度及び Kow に関する十分な情報が必要 

- この段階で有意な生物蓄積性がないかどうかを決められる可能性がある

（logKow<3） 

- 水生媒体への直接的及び間接的暴露がないとする十分な証拠がある場合には、

なぜ更なる調査が不要であるかの理由を記録すべきである。 

水生生物蓄積性の試験戦略 

図 1 は 100 トン超/年の登録者向けだが、100 トン/年未満であっても、PBT 評価や有害成

分類のために、生物蓄積性データの収集が必要になることがある。また、PBT/vPvB 評価

や CSA において明確な結論が導けない場合、さらなる情報収集あるいは試験データが要求

されることがある。 

推定した BCF による事前評価から特定される懸念を排除するために、リスク管理措置の

変更も可能である。代わりに評価を改善するために他のデータを収集することもできる

（例：排出、無脊椎動物の毒性あるいは環境運命に関するさらなる情報）。そのような場

合には、段階的戦略として、魚類を用いた水生生物蓄積性のさらなる調査も可能である。

また、魚類におけるワーストケースの BCF を推定するために、無脊椎動物を用いた試験が

技術的に可能であり、費用対効果のある代替アプローチであるかを考慮すべきである。

BCF のさらなる改善が必要な場合、魚類を用いた試験が必要になる可能性がある。 
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ITS では in vitro 又はフィールデータの収集要求を含めてない。In vitro データの使用は、

行政利用の受入れが行われるまでは、ケースバイケースの決定となる。BMF に関するさら

なる情報を収集する必要がある場合、フィールドデータについては関連性がある可能性が

ある。Log Kow が高い物質の場合には Koa を考慮する必要もある。 

 

図 1 水生生物濃縮性の ITS（OECD（2017）Figure R.7.10-1 を一部改変） 
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付属資料 1.3-7：US EPA/TSCAにおけるシステマティック・レビュー 

規制の目的、WoE 評価を必要とする場面 

規制目的 

TSCA（Toxic Substances Control Act；有害物質規制法）は米国環境保護庁（EPA）が所管

する規制のひとつで、新規及び既存化学物質の潜在的なリスクを評価し、化学物質がヒト

の健康又は環境に与える可能性のある「不合理なリスク（unreasonable risk）」を規制する

法規である。 

WoE を必要とする場面 

TSCA は 2016 年に「Frank R. Lautenberg Chemical Safety for the 21st Century Act」によって

改正された。この改正に伴い、評価に関しては EPA に対して主に以下の改善が求められて

いた。 

 明確で強制力のある期限をもつ既存化学物質評価のための要件 

 リスクに基づく化学物質の評価; 

 化学物質の情報に関する公的透明性の向上 

これを受け、EPA では TSCA 改正後の 2016 年 12 月に、リスク評価する「最初の 10

物質（First ten chemicals）」を決定し、リスク評価を進めている。40 CFR Part 702 の

Subpart B1（§§ 702.31 - 702.51）に TSCA のリスク評価手順が定められている。TSCA の

リスク評価では、40CFR § 702.332 において以下（次ページ）で定義された「最善の利用

可能な科学（Best Available Science: BAS）」及び「科学的証拠の重み付け（Weight of 

Science Evidence: WoE）」により「科学標準（Science Standard）」を適用して実施する必要

があり、システマティック・レビュー（systematic review）の原則を適用している。ま

た、評価要件が 40 CFR § 702.413において定められており、評価において考慮する要素

や、情報源、リスク評価の範囲（Scope）、有害性評価及び暴露評価に関する要件が含ま

れている。TSCA における「WoE は、（中略）システマティック・レビューの方法を意

味する」とされており、EPA は 2018 年に上記の概念を取り入れた TSCA の下で実施す

るリスク評価のためにシステマティック・レビューを適用するための内部向け文書とし

て「Application of Systematic Review in TSCA risk evaluations（EPA, 2018a）」を公表した。

この文書は、「最初の 10 物質」以降の既存化学物質の評価にも使用予定であるとされ、

随時更新される文書（Living document）とも位置づけられている。 

                                                        
1 https://www.law.cornell.edu/cfr/text/40/part-702/subpart-B 
2 https://www.law.cornell.edu/cfr/text/40/702.33 
3 https://www.law.cornell.edu/cfr/text/40/702.41 
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[40CFR § 702.33 定義（Definitions）より] 

利用可能な最善の科学とは、信頼性が高く及び公平な科学を意味する。利用可能な最善の科
学の使用には、健全で客観的な科学の実践に従って実施された補助研究の使用が含まれ、利用
可能な場合、ピアレビューされた科学及び、容認されている方法又は利用可能な最善の方法に
よって収集された補助的研究やデータも含まれる（方法の信頼性及び意思決定の性質がデー
タの使用を正しいとする場合）。さらに、EPA は該当するものを考慮する： 

(1) 情報を生成するために使用される科学情報、技術手順、測定、方法、プロトコル、方法
論、又はモデルの範囲が合理的であり、情報の意図した使用と一致する。 

(2) 化学物質又は混合物に関する意思決定を行う際に管理者が使用する上で、情報の範囲に
関連がある。 

(3) データ、仮定、方法、品質保証、及び情報を生成するために採用された分析の明確さ及
び完全性の程度が文書化されている。 

(4) 情報、又は手順、測定、方法、プロトコル、方法論、又はモデルにおける変動性と不確
実性の範囲が評価及び特徴付けられている。及び 

(5) 情報又は手順、測定、方法、プロトコル、方法論又はモデルの個々の証明又はピアレビ
ューの範囲 

 

科学的証拠の重み付けとは、証拠又は決定の性質に適した方法で適用されるシステマテ

ィック・レビューの方法を意味し、事前に確立されたプロトコルを使用して、包括的で客

観的であり、透明性高く、一貫性をもって個々の研究の強度、限界及び関連性を含めた

個々の証拠の傾向を特定及び評価し、強度、限界及び関連性に基づいて必要かつ適切に証

拠を統合する。  

 

システマティック・レビューについて 

改定 TSCA における化学物質のリスク評価手順に関する最終規則4において、システマ

ティック・レビューについて以下の記載があり（EPA, 2018a）、システマティック・レビ

ューにおける以下の 7 つの重要な要素が挙げられている。 

 明確に述べられた一連の目的（設問の明確化） 

 工程を通じて使用される、特定の判断基準及び方法を記載したプロトコルの開発 

 文献検索における検索戦略の適用 

 事前に定義した判断基準を用いた関連文献の選定 

 事前に定義した判断基準を用いた研究の品質評価 

 事前に定義した方法を用いたデータの分析及び合成（統合） 

 結果の解釈及び知見の要約の提示 

 

                                                        
4 https://www.federalregister.gov/documents/2017/07/20/2017-14337/procedures-for-chemical-risk-evaluation-

under-the-amended-toxic-substances-control-act 



付属資料 1.3-7 

3 

 

WoE の実施手順 

TSCA のリスク評価におけるシステマティック・レビューの工程を図 1 に示す。図 1 に

示すように評価範囲/問題の明確化段階にデータ評価までの工程を含めている点は、他の機

関における WoE 手順と異なる。これは、TSCA におけるリスク評価では、リスク評価を実

施する前に、リスク評価の着眼点を公表し、パブリックコメントを受ける工程があるため

（図 2 参照）、その着眼点を明らかにするためにも、事前に評価対象物質の特性等を把握

する必要があるためであると推察される。なお、図 1 に示されていないが、システマティ

ック・レビュー及びリスク評価の工程において作業の反復は当然のこと、とされており、

システマティック・レビューにおいては必要に応じて、必要な工程に戻ることが想定され

ている。 

TSCA のリスク評価におけるシステマティック・レビューの原則は個々のリスク評価に

おいて同じことが期待されるが、判断基準を含むシステマティック・レビューの方法ある

いはアプローチは個々のリスク評価に必要性に応じてカスタマイズされる。目的に合わせ

たシステマティック・レビューの方法あるいはアプローチについてはリスク評価案及びそ

のサポート文書とともに公表される予定である。 
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図 1 TSCA のリスク評価におけるシステマティック・レビューの工程 

（EPA, 2018a の Figure 3-1 を改変） 

a：TSCA では EPA に対して、化学物質の使用条件下において、費用や他の非リスク因子なしにある化

学物質にヒトの健康あるいは環境に対して受け入れがたいリスクがあるかどうかを決定するためのリ

スク評価を要求している。これには、潜在的に暴露されるあるいは影響を受けやすい亜集団への受け

入れがたいリスクも含まれる。 

b：データ抽出はデータ評価の前後で実施しうる。 

c：評価は、スコーピング/問題の明確化段階あるいはリスク評価の分析段階で実施しうる。 
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システマティック・レビュープロトコルの作成 

プロトコルの作成段階では、システマティック・レビューの以降の工程、すなわち、デ

ータ収集、データ評価及びデータ統合のための判断基準及び方法を事前に決定することが

想定されている。この際、リスク評価工程にバイアスが入るリスクを削減する方法を計画

することが重要となる。 

TSCA 要求及び評価範囲/問題の定式化（つまり概念的モデル及び解析計画）の結果によ

って TSCA における個々のリスク評価で示される特定の科学的なリスク評価の設問が形作

られる。同じように、法的要件及び評価範囲/問題の定式化によってどのようにデータが検

索、評価及び統合されたかが分かる。なお、TSCA における「最初の 10 物質」のリスク評

価の評価範囲/問題の定式化の文書にシステマティック・レビューのよりどころとなる解析

の枠組みが含まれている。 

 

問題の定式化の内容及びその決定方法 

TSCA のリスク評価におけるシステマティック・レビューでは問題の定式化がよりどこ

ろとなるため問題の定式化は重要な工程とされている。図 3 に示す評価範囲と問題の定式

化は、TSCA リスク評価のシステマティック・レビューにおける解析的な枠組み

（Analytical Framework）を提供する重要なステップであり、リスク評価における全体的な

評価範囲（scope）、詳細の程度、リスク評価の方法に関する EPA の汚染防止有害物質部

（OPPT）の想定を伝える意味合いも含まれている。評価初期段階におけるこの問題の定式

化は、定量的なリスク解析を支援する評価質問（Assessment question）や明確な目的を設定

し、OPPT がリスク評価の様々な要素を実施するためにとるべき段階を定義するためにも

重要とされている。また、評価範囲と問題の定式化に基づき、証拠を特定、評価、解析及

び統合する際のシステマティック・レビューの方法を構築する際も利用されている。例え

ば、評価範囲と問題の定式化の結果は、関連のあるデータ及び情報を特定しつつ、リスク

評価に関連のないものを区別するデータ検索及びスクリーニング戦略の設定にも利用可

能、とされている。その意味では、図 3 におけるプロトコルの構築が必ずしも問題の定式

化に先駆けて行われているわけではないのかもしれない。 

TSCA におけるリスク評価では EPA はいかなるリスク評価についてもその評価範囲

（Scope）の公表が求められており、評価範囲には、EPA が考慮すべき有害性、暴露、使用

条件及び潜在的に暴露する又は影響を受けやすい亜集団を含めることが要求されている。

また、これらの要素の関係性を視覚的にも伝達するために、改正 TSCA の 40 CFR Part 702
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では各リスク評価について概念的モデル（Conceptual model）1及び解析計画（Analytical 

plan）2を含めることが求められている。これらの概念を含む問題の定式化の内容について

は、「Guidelines for exposure assessment3（EPA, 1992）」、「Guidelines for neurotoxicity risk 

assessment4（EPA, 1998）」及び「Framework for human health risk assessment to inform decision 

making5（EPA, 2014）」で公表されている。 

以下に概念的モデル及び解析計画の例として、「最初の 10 物質」の 1 つである 1-ブロモ

プロパンにおける概念的モデルを図 3 に、解析計画を表 2 に示す。 

 

                                                        
1 概念的モデルとは、EPA がリスク評価において評価する暴露パスウェイ（例：媒体）、受容群（receptor 

population）及び影響を示したもの 
2 解析計画ではリスク評価のためのアプローチ提案を示したもの 
3 http://cfpub.epa.gov/ncea/cfm/recordisplay.cfm?deid=15263 
4 http://www.epa.gov/risk/guidelines-neurotoxicity-risk-assessment 
5 https://www.epa.gov/risk/framework-human-health-risk-assessment-inform-decision-making 
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図 3 1-ブロモプロパンの環境放出のための概念的モデル：潜在的暴露及び有害性（EPA, 2017 の Figure 2-4 より抜粋） 

EPA (2017) Scope of the Risk Evaluation for 1-Bromopropane CASRN: 106-94-5. https://www.epa.gov/sites/production/files/2017-06/documents/bp scope 06-22-17.pdf 
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表 2 1-ブロモプロパンの環境運命に関する解析計画（EPA（2017）の内容を一部改変） 

環境運命  

EPAは以下の環境媒体における環境運命及び輸送を考慮・解析する予定である。 

1) 文献検索を通じて収集した、合理的に利環境運命エンドポイントの影響を決める測定

あるいは推定される環境運命エンドポイントのデータをレビューする。 

・2016 Draft Risk Assessment (U.S. EPA, 2016b) 

・Scope Document (EPA-HQ-OPPT-2016-0741-0049) 

・ATSDR, 2017 

上記文書に1-BPの残留性及び生物蓄積性に関する一般的な情報及び主要な環境運命

の特性が含まれている。そこで、これらの情報を環境運命評価の開始点とし、他の情

報源はシステマティック・レビューの工程を通じて特定されたものを含めることと

する。収集された研究はEPA (2018a)に記載された評価戦略を用いて評価する。 

充分に高品質な研究に基づく測定値が得られなかった場合、化学物質の特性をEPI 

Suite、SPARC及び他の物性推定モデルを用いて推定する。推定した環境運命の特性

の適用性及び品質についてレビューする。 

2) 測定データあるいはモデリングを使用して、ヒト及び環境のばく露の受け手へのばく

露パスウェイ及び暴露経路に関する環境運命エンドポイント（例：残留性、生物蓄積

性、移行性、輸送）の影響を決める。 

揮発性や大気光分解速度（EPI Suite™Atmospheric Oxidation Program（大気中酸化速度

を推定する）などのモデルや物理化学的性状による）を含む環境運命データを用い

て、大気中の1-BPの残留性及び暴露への影響を明らかにする。 

3) 環境運命データの証拠の重み付けを評価する。 

EPAは、環境運命データを評価及び統合する際に、科学的証拠の重み付けに依拠する。  
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文献検索戦略 

データ検索 

リスク評価の必要に合わせて構築された文献検索戦略に基づいて、EPA/OPPT は物理化

学的性状、環境運命及び移動、使用状況、潜在的に暴露するあるいは高感受性の亜集団を

含めた環境及びヒトへのばく露、ヒト健康有害性、環境有害性に関するデータを収集す

る。このステップでは検索戦略の構築及び PubMed のような公開データベースに公開され

た関連性のあるデータの特定も含まれる。 

生態毒性のデータ収集 

EPA/OPPT では TSCA のリスク評価における生態影響に関しては、“ECOTOXicology 

knowledgebase (U.S. EPA, 2018a)”の基盤を使用して、水生生物及び陸生生物の個別物質の

毒性情報を特定することとしている。このデータベースでは物質特異的な包括的な文献検

索を標準操作手順書 (SOPs)1に従って実施する。この SOP には TSCA のリスク評価の必要

性に合わせた特異的な SOP2も含まれている。検索戦略は定期的に見直され、様々な EPA

プログラムにおけるリスク評価の必要性をサポートする高品質な生態影響データが取り出

せるようになっており、ECOTOX の文献検索戦略は「最初の 10 物質」における文献検索

戦略の文書にも示されている。 

CBI 情報の取扱い 

EPA/OPPT では TSCA のもとで提出されたデータや情報の内部データベースの検索も想

定しており、CBI であるか否かに関わらず、それらのデータがリスク評価に関連するか、

を評価する。CBI データ/情報の場合、EPA/OPPT は秘匿性を保持しつつもそのデータを使

用する予定である、とされている。 

検索結果の公開 

文献検索の結果は、EPA の“Health Environmental Research Online (HERO)3”データベー

スに入力される。HERO では事前に設定したトピックスによって文献の分類や並べ替えが

可能であり、EPA/OPPT はリスク評価案の公開日までに HERO のページを公開する予定で

ある。 

EPA/OPPT では国民あるいはピアレビューアーによって提出される関連のあるデータ/情

報も考慮する予定である。また、リスク評価の解析をサポートする、あるいは初期検索の

                                                        
1 The ECOTOX SOPs can be found at https://cfpub.epa.gov/ecotox/help.cfm?helptabs=tab4 
2 The ECOTOX SOPs for TSCA work can be found at 

https://cfpub.epa.gov/ecotox/blackbox/help/OPPTRADCodingGuidelinesSOP.pdf and 

https://cfpub.epa.gov/ecotox/blackbox/help/OPPTRADReportsSOP.pdf. 
3 HERO=Health and Environmental Research Online, https://hero.epa.gov/hero/index.cfm/content/home 
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期間以降に公開された新しいデータ/情報の特定するために、補完的な検索を行うこともあ

る（例：暴露モデルのための特定の情報の収集）。さらに、リスク評価の工程で除外対象

となる研究が特定される可能性もあり、EPA/OPPT では除外対象となった研究はリスク評

価には用いない予定である。 

 

文献検索戦略の例 

「最初の 10 物質」のひとつである 1-ブロモプロパン（1-BP）における文献検索戦略4の例

を以下に示す。 

表 3 1-BP における文献検索戦略の例（EPA（2017）） 

環境運命分野におけ

る文献検索テーマ 

 

 環境移動性 

 環境分解性 

 生物蓄積性及び環境残留性 

 排水除去工程 

必要な情報  環境運命と輸送に関連する物性（例：オクタノール/水分配係数、

有機炭素/水分配係数、ヘンリー定数,  

 生物蓄積性、生物濃縮性、生分解性、代謝、非生物的分解性（例：

加水分解、光分解、非生物的還元） 

 排水処理施設における除去工程 

 環境中での移動性  

既存評価の利用  EPA/OPPT Existing Chemical Assessment / ATSDR Toxicological 

Profile August 2016  

ピアレビューされた

文献検索戦略 

 Databases: Web of Science  

 Date limit: none; search conducted February 28, 2017  

検索語句 ((OECD AND Guideline*) OR (OPPTS AND guideline*) OR (OCSPP 

AND Guideline*) OR abiotic OR absorb OR absorption OR 

accumulation-rate OR activi* OR adipose OR adsorp* OR aerob* OR 

aerosol OR aerosols OR aged OR aggregate OR air OR amount-used OR 

anaerob* OR analy* OR anoxic OR area-source OR atm-m3/mol OR 

automotive OR BAF OR BCF OR bioaccumulat* OR bioavail* OR 

bioconcentrat* OR biodegrad* OR biomagnification OR biomoni* OR 

biosolids OR biota OR biotrans* OR breakdown-product OR breakdown-

products OR breastmilk OR breast-milk OR breathing-zone OR brush-

applied OR BSAF OR BSAFs OR building-envelope OR chamber OR 

chelation OR children OR coagulation OR coating OR commercial OR 

complexation OR conc* OR consumer OR contamination OR controls OR 

crawling OR creatinine OR cultural OR cumulative OR decay-rate OR 

degrad* OR degreaser OR dermal OR detect OR diffusion-coefficient OR 

disadvantaged OR disease OR dispers* OR disposal OR dissolution OR 

distribution OR diy OR do-it-yourself OR dose OR drinking-water OR 

dust OR education-level OR effluent OR elderly OR emission OR 

emissions OR engineering-controls OR English-as-a-second-language 

OR environmental-fate OR environmental-justice OR ethnicity OR 

evaporation-from-water OR excretion OR exposure OR facili* OR 

Female OR Females OR fence-line-population OR fetal OR fetus OR 

                                                        
4 https://www.epa.gov/sites/production/files/2017-06/documents/1-bp_lit_search_strategy_053017_0.pdf 
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fish* OR flocculation OR flux OR formula OR fugacity OR garage OR 

gas-phase-mass-transfer OR gender OR general-population OR genetic-

polymorphism OR genetic-traits OR geography OR geophag* OR 

geriatric OR German-human-biomonitoring-values OR groundwater OR 

ground-water OR guns OR half-life OR hand-to-mouth OR health-status 

OR henry’s-law OR hobb* OR homeless OR hydroly* OR illegal-

immigrants OR immunocompromised OR import* OR incinerate OR 

incineration OR income OR indigenous OR indoor-outdoor-ratio OR 

industrial OR infants OR influent OR ingestion OR inhal* OR intake OR 

inter-individual OR inter-zonal-air-flow OR intra-individual OR KAW 

OR Kd OR kinetics OR KOA OR KOC OR lacquer OR lactat* OR landfill 

OR landfills OR leach* OR lifecycle OR life-cycle OR lifestage OR life-

stage OR lifestages OR life-stages OR lifestyle OR liquid-phase-mass-

transfer OR loading OR Male OR males OR manuf* OR mass-transfer-

coefficient OR menopaus* OR metaboli* OR microcosm OR migrat* OR 

modified-state-space OR monitoring OR mouthing OR near-facility-

population OR nutrition-status OR occupa* OR occur OR occurrence OR 

OCSPP OR ocular OR older-adults OR on-site-treatment OR oral OR 

overspray-fraction OR partic* OR particle-size OR particulate OR 

partition* OR pathway OR pathways OR penetration-factor OR 

penetration-ratio OR perinatal OR persisten* OR personal OR photoly* 

OR photostability OR pica OR placenta OR plasma OR plume OR PM-

10 OR PM-2.5 OR point-source OR point-sources OR pore-water OR 

postnatal OR POTW OR PPE OR preexisting-disease OR pregnan* OR 

prenatal OR preparedness OR pretreatment-program OR process* OR 

product OR protective OR  

proximity OR race OR recover* OR recreation* OR recycling OR redox 

OR release OR releases OR remed* OR residential OR residual OR rolled 

OR route OR routes OR rural OR sample OR samples OR school-age* 

OR sediment OR senior OR seniors OR sensitiv* OR serum OR SES OR 

sewage-treatment OR short-term OR shower* OR single-parent OR 

single-parents OR sink OR sinks OR site OR sites OR skin OR sludge OR 

socioeconomic-status OR soil OR solvent OR solvents OR sorb* OR 

sorp* OR source OR sources OR spray-applied OR stress* OR 

subpopulation OR subsistence OR subsurface-intrusion OR Superfund 

OR surface-water-concentration OR susceptib* OR time-weighted-

average OR toddler OR toddlers OR transfer OR transformation OR tribal 

OR trophic-magnification OR urban OR urine OR use OR uses OR vapor 

OR ventilat* OR volatil* OR volume OR vulnerab* OR wait-time OR 

wastewater-treatment OR water OR weight-fraction OR wildlife OR wipe 

OR women-of-childbearing-age OR Worker OR workers OR workplace 

OR WWTP OR young)  

制限  Refined by: RESEARCH AREAS: (AGRICULTURE OR 

GEOCHEMISTRY GEOPHYSICS OR MARINE FRESHWATER 

BIOLOGY OR PUBLIC ENVIRONMENTAL OCCUPATIONAL 

HEALTH OR MATERIALS SCIENCE OR CONSTRUCTION 

BUILDING TECHNOLOGY OR METEOROLOGY ATMOSPHERIC 

SCIENCES OR ENGINEERING OR ENVIRONMENTAL 

SCIENCES ECOLOGY OR FISHERIES OR WATER RESOURCES 

OR ZOOLOGY)  

 Indexes=SCI-EXPANDED, SSCI  
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各評価指標には重要度に応じて重み係数が付与されており、評価指標毎にスコアと重み

係数の積を算出し、以下の式により当該データ/情報の「Overall Score」を算出する。 

Overall Score = Σ (Metric Score × Weighting Factor)/Σ (Weighting Factors) 

 

得られた「Overall Score」は、以下の考えに従い、当該データ/情報として「全体の品質

レベル（Overall quality level）」として表される。 

 

表 8 全体の品質レベルの定義及び対応する品質スコア（EPA（2018）Table A-1.を抜粋） 
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付録：環境運命データのデータ品質基準  

（EPA (2018) APPENDIX C: Data Quality Criteria For Fate Data より） 

C.1. 環境運命のデータ源の種類 

環境運命データの情報源の種類は以下の 4 種である。 

 

表 C-1. 環境運命データの種類 （EPA（2018）の Table C-1 を一部改変） 

データ源の種類 定義 

実験データ 事前に設定された実験条件がある、制御された環境下で実施さ

れた実験研究から得られたデータ。例としては、易生分解性

（例：MITI 試験）あるいは加水分解（つまり、OECD TG111 に

従っている）が含まれる。 

フィールドスタディ 特に分配、生物濃縮あるいは長期間の環境運命に関する情報提

供するための環境媒体の偶発的なサンプリングから収集され

たデータ 

モデリングデータ 分解、生物濃縮及び分配を含む特性データ及び環境運命を推定

するコンピューターモデルからの計算値 

モニタリングデータ 化学物質の運命に関する環境条件の影響を観察・研究するため

の環境媒体（例：大気、推計、土壌、生物相）の系統立てられ

たサンプリングから得られた化学物質の実測濃度。モニタリン

グデータには試験物質の既知のばく露／放出の研究や環境中

運命についての直接的証拠を与える一定期間にわたる化学物

質の実測濃度も含まれることもある。 

 

通常はモデリングデータより実験データがよいが、後述の基準に基づき全てのデータ源

の環境運命データを評価する。物質によって利用可能な情報は大きく異なるため、ある種

類のデータがなく、上記以外のデータがあることも予想される。 
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C.2 データ品質の評価領域 

環境運命のデータ源の品質は以下の８つの評価分領域をグループ化した指標及び判断基

準（Criteria）に対して評価する。これらの分野は TSCA の科学標準（Science Standard）

26(h)(1)～(5)に示された要素を表している。評価領域、評価指標（Metrics）及び判断基準

は全ての結果に適用できないかもしれないが、評価戦略は全ての環境運命データに適用さ

れるものである。例えば、生分解性、生物濃縮性あるいは生物蓄積性の研究における生物

種の評価戦略上の考慮は非生物的研究には適用されない。 

 

表 C-2. 環境運命データのデータ評領域と定義（EPA（2018）の Table C-2 を一部改

変） 

評価領域 定義 

被験物質 この評価領域の測定基準では、その研究で使用された被験物質が

評価対象と同じ同一性（identity）、純度及び特性をもつことにつ

いて、研究に提供された情報が信頼できる1確認情報を提供して

いるかを評価する。 

試験デザイン この評価領域の測定基準では、試験デザインが、他の要素から被

験物質の挙動を区別できる研究であるかを評価する。この評価領

域は対照区の使用に関連する測定基準も含む。 

試験条件 この評価領域の測定基準では、被験物質の挙動を測定あるいは特

性化するために使用された方法の信頼性を評価する。これらの測

定基準では、実験期間にわたって信頼できる結果を提供できる方

法が使用されて、被験物質の存在が特徴付けられているかを評価

する。 

試験生物（無生物系試

験には適用しない） 

この評価領域の測定基準は複数の環境運命研究に関連する。これ

らの測定基準では、評価対象とした項目を評価するための個体群

あるいは生物の適正を評価する。 

アウトカム評価 この評価領域の測定基準では、結果の測定あるいは特徴付けに使

用された感度を含む、方法の信頼性を評価する。結果には物理化

学的特性あるいは環境運命のパラメータが含まれうる。 

交絡／変動制御 この評価領域の測定基準では、リスクの結果に影響を与えうる被

験物質の存在以外の潜在的な影響を評価する。この測定基準は、

被験物質の存在に関連する因子及び個々に結果に関連する因子

（交絡因子）を特定及び考慮した研究であるかどうか、並びに被

験物質の存在と関連しないリスクの結果に影響を与えうる要素

を制御するための適切な実験的あるいは分析的（統計的）方法が

使用されているかどうか（変動制御：variable control）、を評価す

る。 

データ提示及び解析 この評価領域の測定基準では、適切な実験的あるいは分析的方法

が使用されたかどうか、及び全ての結果が提示されているかどう

                                                        
1 「信頼性（Reliability）」は“十分に根拠のある科学的アプローチの使用、研究又はデータ収集の設計にお

ける偏りの回避、忠実な研究又はデータ収集の実施及び文書化を含む、研究又はデータ固有の特性”と定

義される (ECHA, 2011b)。 
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評価領域 定義 

か、を評価する。 

その他 この評価領域の測定基準は、物質又は研究特異的評価（つまり

QSAR モデル）を包含するために必要に応じて追加される。  

 

各評価領域に対して設定された評価指標（Metircs）毎にスコア（Score 1-3）を付与す

る。各評価指標には重要度に応じて重み係数が付与されており、評価指標毎にスコアと重

み係数の積を算出する。算出した積は以下の式により当該データ/情報の Overall スコアを

算出する。 

 

図 1 Overall スコア算出の方法（EPA（2018）の Table C-5 から抜粋） 

得られた Overall スコアは、以下の考えに従い、当該データ/情報として Overall quality 

level として表される。 
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付属資料 1.3-8：カナダ／CEPA（カナダ環境保護法）におけるWoE 

CEPA（Canadian Envieonmental Protection Act, 1999；カナダ環境保護法）の所轄当局1のひ

とつであるHealth Canadaは2018年に「Weight of Evidence: General Principles and Current 

Applications at Health Canada2（Health Canada, 2018）」を公表した。この文書は様々なリスク

評価に係るHealth Canadaの関係局によって作成された文書であり、新規化学物質及び既存化

学物質に関連する局も含まれている。 

本資料では、上記文書に基づいてカナダ／CEPA で利用される可能性がある WoE について簡

単に紹介する。 

 

規制の目的、WoE 評価を必要とする場面 

規制の目的 

CEPA は、持続可能な発展に貢献するために、汚染防止並びに環境及びヒトの健康を保

護することを目的として制定されている法律である。 

 

WoE を必要とする場面 

CEPA の Part 5（Controlling Toxic Substances；有害物質の管理（セクション 64～103））の

セクション 76.1 において、政府が以下を実施し、結果を説明するする際には、WoE アプロ

ーチ及び予防原則を適用しなければならないことが定められている。 

・セクション 74（スクリーニングレベルのリスク評価の甲）に基づくスクリーニング

評価3 

・サブセクション 75(2)（他の権限との情報交換手順の項）に基づく他の権限による決

定について、科学的考慮に基づいており、カナダに関連しているかのレビュー 

・優先物質リスト（Priority substance List）に指定された物質が有害（Toxic）あるいは

その可能性があるかどうかの評価 

また、CEPA から「Application of weight of evidence and precaution in risk assessment4」をタ

イトルとする Web ページが公開されており、WoE を利用するメリットとして、単一の情

報あるいは単一の一連の証拠（LoE：Line of Evidence）への依存を回避できることを挙げ

ている。 

                                                        
1 CEPA の所轄当局は Health Canada と Environment Canada 
2 https://www.canada.ca/en/health-canada/services/publications/science-research-data/weight-evidence-general-

principles-current-applications html 
3 物質が有害（Toxic）である、あるいはその可能性がある物質のスクリーニング 
4 https://www.canada.ca/en/health-canada/services/chemical-substances/fact-sheets/application-weight-of-evidence-

precaution-risk-assessments html 
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WoE の実施手順 

Health Canada の文書では WoE を次のように定義している； 

物質のリスクを調べるための科学的研究の特性及び品質を考慮した定性的指標。リスク特性

化のために科学者が仮説を立て判断をする上で必要な科学的データの不完全性及び利用でき

ないことによる不確実性。科学的情報に基づくリスクについて判断することを“証拠の重さを

評価する”という（Health Canada, 2018）。 

 

この定義に密接に関連する言葉として以下が示されている 

 

証拠の全体性（Totality of Evidence）:収集及び以降の評価で考慮すべき情報の種類及び情

報源はどのようなものか? 

証拠の重み付け（Weighing Evidence）:全体の結論あるいは提案のためにどのように個々

の証拠の情報源を評価及び統合するか?  

 

Health Canadaの文書においては、WoE手順は以下の１.～５.で構成されており、１．～

３．までが証拠の全体性に係り、４．～５．が証拠の重み付けに含まれるとされている。 

 

１．全ての利用可能な証拠の収集 

２．個々の研究の評価 

３．ラインオブエビデンス（LoE）に纏める 

４．LoE の評価 

５．複数の LoE の統合 
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図 1 科学的リスク評価における WoE の図（Canada（2019）の Annex I から抜粋） 
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文書化 

Health Canada のガイダンスでは、透明性のある文書化を行うために以下のチェックリス

トを示している。 

 

表 1 WoE アプローチの透明性のある文書化のためのチェックリスト（Health Canada

（2018）の Annex 3 の抜粋） 

When weight of evidence terminology is used, specify intended meaning in relation to the following 

concepts:  

… Totality of Evidence: conceptual interpretations of the nature and scope of evidence sources for 

consideration  

… Weighing Evidence: methodology for assessment and integration of multiple lines of evidence  

 

For the risk assessment process, are the following documented?  

… evidence gathered: all available to date, individual sources and types  

… evidence included for further consideration, and why (i.e., inclusion criteria)  

… evidence excluded from further consideration, and why (i.e., exclusion criteria)  

… lines of evidence assembled (list individual studies under each line)  

… assessment criteria applied to lines of evidence, and scoring tools used (if any)  

… values/weighting assigned to each line of evidence (e.g., descriptions, alphanumeric)  

… integration scheme (e.g., best professional judgment, mathematical formula, criteria framework)  

… overall conclusion/recommendation(s) 
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付属資料 1.3-9：EFSAにおけるWoE 

規制の目的、WoE 評価を必要とする場面 

 

規制目的 

EFSA は、食品に関連するリスクから消費者、動植及び環境を保護するための科学的な

情報提供を行う機関であり、農薬、植物防護製品、食品用の添加物、容器包装、遺伝子組

み換え食品、化学物質汚染等に関するリスク評価等を行っている。 

 

WoE を必要とする場面 

EFSA では、証拠に重み付けをすることは EFSA が実施するあらゆる科学的評価の本質

的な部分と捉えている。、EFSA で実施するあらゆるリスク評価に関して、リスク評価及び

他の科学的評価工程における透明性を向上させる上で、最終結論を導き、不確実性を特定

するために体系的で一貫性を保持し、かつ透明性のある評価に用いる情報の選択、重み付

け及び統合方法を提供することが重要と考えられている。 

EFSA は 2015 年に EFSA の科学委員会に対して、EFSA が実施する全ての分野の科学的

評価における WoE アプローチの活用に関するガイダンスを作成するよう要請し、2017 年

に EFSA の科学委員会が「Guidance on the use of the weight of evidence approach in the 

scientific assessment1 (EFSA, 2017)（以下、EFSA ガイダンスという）」を公表した。この文

書は、EFSA が実施するあらゆる領域における評価で用いる WoE 利用に関するもので、評

価者が個々の評価の目的に最適化して使用できるように柔軟性のある枠組みを提示してい

る。 

本項ではこの EFSA ガイダンスに基づく内容を整理した。 

EFSA ガイダンスでは、WoE は『設問への潜在的な回答を得るための相対的な証拠立て

を決定するために証拠を統合する工程（a process in which evidence is integrated to determine 

the relative support for possible answers to a question）』と定義されている。また、図 1 に示す

ように EFSA では WoE は問題の定式化や不確実性解析、評価全体に関する結論は含まれ

ず、全体的な評価工程のひとつと位置付けている。 

                                                        
1 https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4971 
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図 1 EFSA における WoE 評価の位置付け（EFSA（2017）の Figure 1 から抜粋） 

 

WoE の実施手順 

図 2 に EFSA における WoE 評価の流れを示す。WoE 評価の工程は以下の 3 段階から構

成されている。 

(1) 類似の種類のラインオブエビデンス（LoE）に証拠を統合する 

(2) 証拠の重み付けをする 

(3) 証拠を統合する 

また、WoE を実施する上で考慮する最も基本的な要素は以下の 3 点とされている。 

・信頼性（Reliability）：証拠の断片又は LoE を構成する情報が正確である程度 

・関連性（Relevance）：LoE を構成する情報が完全に信頼性がある場合に、証拠の断片あ

るいは LoE が特定の質問に回答するための寄与  

・一貫性（Consistency）：一貫性は異なる証拠の断片あるいは LoE が特定の質問に答える

ことが矛盾しない程度 
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図 2 EFSA における WoE 評価の流れ（EFSA（2017）の Figure 2 から抜粋） 

 

問題の定式化の内容あるいはその決定方法 

EFSA で実施する評価においては、常に「Terms of Reference」により提起されている質

問（欧州内における食品等に関連する法規に関連する評価等）に対して、EFSA において

回答すべき設問を設定し、その設問をさらに細分化する必要性及びその方法が検討され

る。また、設問に対して WoE の必要性を決定する段階を問題の定式化と位置付けている。

なお、問題の定式化に関するガイダンス2,3に示されている。問題の定式化には評価の計画

及び戦略立案も含まれているため、評価者はどの設問に対して WoE が必要であるかを特定

しなければならない、とされている。 

問題の定式化のアウトプットとしては、設問のリストが含まれているべきであり、WoE

が必要な設問が明示されてる必要がある。なお、評価を通じて追加の設問が特定された場

合には、あとから問題の定式化に立ち戻って内容変更が必要になることもある。 

 

 

                                                        
2 https://doi.org/10.2903/j.efsa.2006.353 
3 https://doi.org/10.2903/j.efsa. 2014.4121 
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証拠の統合と報告 

報告の方法は、透明性と報告に関する EFSA の一般的な原則に従う必要がある。WoE 評

価を用いる場合は、これらの原則に加え、使用した方法を選択した根拠、専門家判断を実

施した部分、再現ができるように各段階で実施した全ての手順を十分な詳細をもって記載

する必要がある。また、引用文献、適切な場合には考慮した全ての証拠のリストあるいは

要約、さらに除外した証拠の特定、結論に関する詳細な記述も必要である。 

 

不確実性の評価方法 

前提として、EFSA で実施するあらゆる評価においては不確実性の評価が不可欠であり、

不確実性の源及び評価に与える影響を明確かつはっきりと報告する必要がある。不確実性

評価については別途ガイダンスが作成されている。 

 

WoE評価の結論 

EFSA における WoE 評価は、科学的質問に対する潜在的な回答のための相対的な証拠立

ての評価を行うことが目的であり、証拠が完全な確実性をもって単一の回答を支持するこ

ともあれば、単一の設問に対して異なる支持レベルで複数の回答が考えられることもあ

る。そのような場合には、結論に至る証拠について意思決定者が合意していない限りは、

可能性のある回答について幅のある記載をすべき、とされている。 
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光分解に関する評価事例（ECHA） 

SVHC特定に関する MSC サポート文書（デカブロモジフェニルエーテ

ル） (2012 年) 分解性に関する記述の抜粋 

 

1.物質の識別および物理的および化学的特性 

1.1物質の名前とその他の識別子 

表 1：物質の同一性  

EC 番号： 214-604-9 

EC 名称： ビス（ペンタブロモフェニル）エーテル 

CAS 番号（ECインベントリ内）： 1163-19-5 

CAS 名： ベンゼン、1,1'-オキシビス[2,3,4,5,6-ペ

ンタブロモ-] 

IUPAC名： 1,1'-オキシビス（ペンタブロモベンゼ

ン） 

CLP 規則附属書 VI Index 番号： - 

分子式： C 12 Br 10 O 

分子量範囲： 959.2 g / mol 

同義語： デカブロモジフェニルエーテル; デカブ

ロモジフェニルオキシド; ビス（ペンタ

ブロモフェニル）オキシド; デカブロモ

ビフェニルオキシド; デカブロモフェノ

キシベンゼン; ベンゼン 1,1 'オキシビ

ス、デカブロモ誘導体; decaBDE; 

DBDPE; DBBE; DBBO; DBDPO 
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1.3 物化性状 

表 2：物理化学的特性の概要 

 

REACHで 

参照する 

付属書§ 

性状 値 引用 

V、5.1 20°Cおよび 101.3 

kPaでの物理的状

態 

白色からオフホワイトの結

晶性粉末 

EC（2002） 

V、5.2 融点/凝固点 300-310°C Dead Sea Bromine 

Group 1993, EC

（2002）で引用 

V、5.3 沸点 > 320°Cで分解 Dead Sea Bromine 

Group 1993, EC

（2002）で引用 

V、5.5 蒸気圧 21°Cで 4.63×10 -6 Pa Wildlife International 

Ltd 1997, EC（2002）で

引用 

V、5.7 水溶性 <0.1 µg / l at 25°C（カラ

ム溶出法） 

Stenzel and Markley 

1997, cited in EC 

(2002) 

V、5.8 n-オクタノール/水分

配係数、Kow （ログ

値） 

6.27（実測–ジェネレーター

カラムメソッド） 

9.97（推定 - HPLC メソッド

を使用） 

MacGregor & Nixon, 

1997, and Watanabe 

& Tatsukawa, 1990, 

respectively, cited in 

EC (2002) 

VII、5.19 解離定数（pKa） Not relevant - 
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3.1分解性 

3.1.1非生物的分解性 

3.1.1.2光変換/光分解 

3.1.1.2.1大気中での光変換 (Phototransformation in air) 

Syracuse Research Corporation の AOPWIN を使用して、気相の decaBDE と大

気中ヒドロキシルラジカルとの反応の 2 次速度定数は、化学構造から 1.7×10-13 cm3

分子-1 s-1 と計算された。 5×105 分子/ cm3 のヒドロキシルラジカル濃度を仮定する

と、推定される大気中半減期は 94 日である。物質の蒸気圧は非常に低く、光変換は

環境からの重要な除去経路とは考えられない。 

大気中では、decaBDE はほぼ全てが微粒子に吸着される。 多数の研究が、空気中

の固体マトリックス上の decaBDE の光分解 (photodegradation) の可能性を調査し

た多数のうち、本文書に最も関連性のあるものを示す。 

 

a）Palm et al （2003）は、エアロゾル噴霧チャンバー内の decaBDE の光分解を調

査した。これらの実験では、試験物質を二酸化ケイ素に約 1％ w / w の濃度で吸着さ

せた。次に、粒子を水に懸濁し、噴霧し、乾燥させ、チャンバーにエアロゾルとして

分散させて、1 時間後に約 2mg / m3 のエアロゾル密度を得た。 

チャンバーの容積は大きく（1,760 リットル）、エアロゾル粒子の滞留時間は約 10

時間であった。エアロゾルは、日光（蛍光灯）および/またはヒドロキシルラジカルに

ばく露された。ヒドロキシルラジカルは、暗闇の中でのオゾンとヒドラジンの反応あ

るいは、亜硝酸メチルの光化学分解により生成された。 

decaBDE の分解速度は、使用した装置ではほとんど測定できないことがわかり、速

度定数は、ヒドロキシルラジカルとの反応に対して 6×10-13 cm3 分子-1 s-1 未満と決

定された。 

エアロゾルの decaBDE を用いたさらなる実験により、当該物質は光分解を受けやす

いが、その速度は有機溶媒中で見られる速度（すなわち半減期 1.9〜26 分）よりも少

なくとも 1 桁遅いことが示された。また、二酸化ケイ素の水懸濁液を使用した実験で

見られた速度よりも遅かった。 

全体として、これはきちんと実施された試験であり、10 時間にわたり光にばく露さ

れた微粒子エアロゾル中の decaBDE に有意な変化の証拠は提供されなかった。 

 

b）Stapleton and Dodder（2008）は、自然光による家庭内ダストの decaBDE の光

分解を調査した。 

ダストに存在する PBDE は、はじめにソックスレー抽出によって除去された。抽出さ

れたダストの分析により、すべての PBDE の濃度が検出限界（<0.2 µg / kg）未満で

あることが確認された。清浄化されたダストに decaBDE のトルエン溶液をスパイク

し、その後溶媒を蒸発させて、粉塵の濃度が 2,180 µg / kg 乾燥重量（dw）になるよ
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うに調製した。さらに、標準参照用ダストサンプルも使用した。ダストサンプルを米

国内で屋外の太陽光にばく露した。太陽放射照度と温度は、調査中に 1 時間ごとに測

定された。実験中の平均日射量は 545 W / m2 であった。 

実験の開始時に、スパイクされたダストサンプルには、decaBDE と同様に、検出可能

な量の nonaBDE およびわずかに heptaBDE が含まれていた。decaBDE の濃度は、

日光ばく露後、両方のサンプルタイプで時間とともに減少することがわかった。一次

除去速度定数は、スパイクダストでは 2.3×10-3 時間-1（半減期 301 時間に相当）、

標準参照用サンプルダストで、1.7×10-3 時間-1（半減期 408 時間に相当）と推定され

た。 

スパイクダストでは、光ばく露により decaBDE の濃度が低下し、hepta、octa、お

よび nonaBDE の濃度が明らかに増加した。形成された分解生成物には、3 種の

nonaBDE（BDE-206、BDE-207 および BDE-208）すべて、少なくとも 6 種の

octaBDE（BDE-196、BDE-197、BDE-200 / 203、BDE-201、BDE-202 および 1

つの未知の同族体）および 3 種の heptaBDE（BDE-183 および 2 つの未知の同族

体）があった。 BDE-202（octaBDE）は嫌気性分解試験でも検出されている。 

物質収支分析では研究の開始時に、標準参照用サンプルに存在する PBDE（主に

decaBDE）の総量は 2,300 pmol であった。ばく露終了までに、約 850 pmol（38％

相当）の decaBDE が失われたか、分解された。このうち、約 300 pmol は、低

PBDE 同族体として検出された（nonaBDE：約 240 pmol（質量損失の約 28％）、

octaBDE：約 56 pmol（質量損失の約 6.5％）、heptaBDE：約 4 pmol（損失質量の

約 0.5％）。残りの 550 pmol（損失質量の 65％）の運命は不明である（decaBDE

または分解生成物の揮発による損失、試験容器の壁への吸着、抽出されなかった、未

知の分解生成物の形成などの理由があり得る）。また、物質収支はダストサンプルに

存在する PBDE の総量が全体的に減少したことを示した。たとえば、スパイクダスト

では、検出されたすべての PBDE の総濃度が 200 時間後に初期濃度の約 76％に低下

していた。 

この研究は十分に実施されており、小さい粒子上の decaBDE が日光にばく露され

ると、heptaBDEs、nonaBDE、octaBDEs、（不明の）分解生成物などが形成される

ことが示されている。 

 

c）Stapleton（2006）は、自然光による家庭内ダストの decaBDE の光分解を調査し

た。ダストは、自然由来の全ての PBDE を除去するために事前に洗浄された標準参照

材料を用いた。スパイクダストのばく露は、午前 9 時から午後 4 時まで合計 90 時間

まで実施された。試験開始時のダスト中 decaBDE の初期濃度は 2,180 µg / kg 乾燥

重量、90 時間の光ばく露後は 1,570 µg / kg 乾燥重量に低下し、試験物質の約 28％

が分解したことを示している。対照区（暗条件）では、開始濃度と統計的に有意な差
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はなかった。一次分解プロセスを想定した場合、除去の半減期は約 216 時間と推定さ

れた。 

生成物である nonaBDE 同族体、octaBDE 同族体および heptaBDE 同族体は、ばく

露時間に伴い濃度が増加することがわかった。これらの生成物の濃度は、90 時間のば

く露期間の終わりにまだ増加していた。物質収支の計算では、decaBDE の開始質量の

約 17％がこれらの分解生成物によって説明されておらず、この質量損失は、分解生成

物の揮発または未同定分解産物の形成によるものであると仮定された。 

 

d）粉砕プラスチックサンプル中の decaBDE の空気中光分解が、Kajiwara ら

（2008）によって研究されている。この研究は、decaBDE を添加した高衝撃ポリス

チレン（HIPS）サンプルの微粉末と decaBDE を含む使用済みテレビケースサンプル

（複合品）の微粉末が用いられた。 

微粉末プラスチックを石英管に入れ、密封し、最大 224 日間自然日光にさらした

（2006 年 9 月から 2007 年 5 月、筑波）。ばく露中、チューブは温度制御された

22℃のガラス室に保管され、チューブは常に回転していた（毎分 12 回転）。暗所対

照実験も実施された。 

光ばく露中のさまざまな時点で、1 つの暗所対照およびばく露サンプルを PBDE 同

族体（ポリ臭素化ジベンゾ-p-ダイオキシン（5 つの同族体を tri-、tetra-、penta-、

hexa-、および octa-同族体）およびポリ臭素化ジベンゾフラン（di-から octa-同族体

7 種））について分析した。 

decaBDE 添加 HIPS の実験では、decaBDE の初期濃度は 1,300 mg / kg（0.13％ 

w/w）であり、少量の nonaBDE（140 mg / kg）、octaBDE（4.4 mg / kg）、お

よび heptaBDE（0.93 mg / kg）が含まれていた。検出可能な di-〜hexaBDE はな

い。 DecaBDE は、日光にさらされると HIPS サンプルから消失し、約 7 日後には約

50％が失われることがわかった。 decaBDE の損失は、実験全体を通して暗所対照で

は明らかではなかったため、光にさらされた HIPS サンプルから見られた損失は、光

分解を表すと推定された。 

いくつかの低臭素 PBDE 同族体（hexa-から nona-BDEs）の濃度は、光ばく露後 1

週間は増加し、それらが decaBDE の光分解の産物であることを示している。1 週間

以降はこれらの同族体の濃度がほぼ一定だったものの、decaBDE の濃度は継続的に減

少した。実験終了時までに、サンプル中総 PBDE の濃度は初期濃度の 20％未満であ

り、総 PBDE に対する decaBDE の割合は、研究開始時には約 90％だったが終了時に

は 44％であった。どの時点でも、di-から penta-BDE 同族体は見られなかった。一次

崩壊を仮定すると、これらの条件下での decaBDE の半減期は 51 日と推定された。 

物質収支の計算により、HIPS では、最初に存在した decaBDE の 90％以上が 224

日で分解されたことが示された。ただし、研究終了時に特定された低臭素 PBDE と臭

素化ジベンゾフランは、初期 decaBDE のそれぞれ約 1.1％と 0.24％であった。これ
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は、他のまだ同定されていない生成物が decaBDE の主要な光分解生成物である可能

性があることを意味している。 

これは信頼できる研究であると考えられている。 

粒子が空気中に浮遊している場合、変換がより広範囲に行われた可能性がある。 

 

e）Kajiwara＆Takigami（2010）は、処理されたカーテンサンプルを使用して、市

販の decaBDE 製品の光分解挙動を調査した。サンプル（ポリエステル 100％）に

は、濃度 120 g / kg の decaBDE が含まれていた。実験は、2007 年 11 月から 2008

年 11 月まで、日本のつくばで行われた。長さ 120 cm、幅 20 cm のテキスタイルサ

ンプルを、温度調節されたガラス室（22°C）の窓に掛けて、均一な日光ばく露を実現

した。サンプルは、4 週間ごとにほぼ同じ時刻に下端から長さ約 5 センチずつ切り取

られた。サブサンプルをアルミホイルで包み、高分解能 GC / MS による PBDE、ポリ

臭化ジベンゾ-p- ダイオキシン（PBDD）およびフラン（PBDF）の化学分析まで、室

温で実験室に保管した。371 日間のばく露中に decaBDE の明確な消失や低分子量

PBDE の形成はなかったが、PBDF 同族体の濃度は実験期間中に連続的に増加した。1

年間の曝露後のカーテンサンプルの総 PBDF 濃度は 17 µg / g に達し、これは初期レ

ベル（2.4 µg / g）の約 7 倍であった。分析された同族体のうち、octaBDF はばく露

全体を通じて生成量の多い同族体であり、PBDF 全体の 50％から 80％を占めてい

た。 

この研究は 1 連で対照区の設定はなかったが、処理されたカーテンが decaBDE の光

分解を介して、室内の空気とダストの PBDF 汚染の原因になる可能性があることを示

唆した。 

 

f）Raff and Hites（2007a、2007b）は、直接光分解で生じるヒドロキシルラジカル

との反応による大気滞留時間を比較することにより、PBDE の大気除去プロセスの相

対的重要性を調査するモデリング研究を実施した。この研究は、直接光分解が大気中

の PBDE の主要な損失プロセスである可能性が高いことを示唆した。しかし、これは

気相に存在する分子にのみ当てはまる可能性が高いことに注意する必要がある。多く

の物理的および化学的影響が、粒子に吸着した PBDE の直接光分解を妨げる可能性が

あるためである。大気中の微粒子への分配の影響を考慮した場合、分析により、主に

気相に存在する同族体は主に直接光分解により大気から除去されることが示唆された

が、 decaBDE のように、主に大気中の微粒子に結合している場合は、日光によって

著しく分解することはない。むしろ、それらは主に湿性および乾性沈着によって大気

から除去される可能性が高い。 

この仮説の証拠は、スペリオル湖のロイヤル島にあるシスキウィット湖の表層底質

に見られる PBDE 同族体プロファイルと、スペリオル湖の海岸近くにあるイーグル港

の空気中の同族体パターン（粒子と蒸気相）の比較によって求められた。シスキウィ
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ット湖はスペリオル湖からの水が流入しない遠隔地の湖であるため、大気中の沈着が

湖の PBDE の主な発生源である。湖の底質に最も多く存在する同族体は decaBDE

で、総 PBDE の 95％を占めていた。底質中の decaBDE の割合は空気中のそれと比較

して高く、底質堆積前の大気サンプル中の decaBDE と比較して、光分解による低臭

素 PBDE 同族体が少ないことが示唆された。（大気中の沈着が大気からの PBDE の唯

一の損失プロセスが沈着であると仮定すると、底質中の同族体プロファイルが、大気

中のプロファイルと同様であると予想される。） 

 

g）Thomas and Jones（2007）は、2007 年に 2 つの期間中に同じ場所で収集され

た合計 9 つの空気サンプルの decaBDE および nonaBDE の濃度を決定した。報告さ

れた結果は、総粒子濃度を表しており、2005 年に同じ場所で行われた同様の研究の

結果と比較された（Thomas and Jones 2006）。  

DecaBDE は、すべてのサンプルに 6.8〜89 pg / m3 の範囲で存在することが示さ

れた。幾何平均濃度は 18 pg / m3 であり、これは 2005 年に見つかった濃度（15 

pg / m 3）と統計的に有意な差はなかった。NonaBDEs の幾何平均濃度は Deca より

も 1 桁低く、2007 年と 2005 年の間に統計的に有意な差もなかった。対照的に、

2007 年では 2 つの octaBDE 同族体の統計的に有意な減少が観察された（2005 年の

0.29 および 0.47 pg / m3 と比較して、2007 年の同族体の幾何平均濃度はそれぞれ

0.15 および 0.21 pg / m3 だった）。この結果は、同じ期間における decaBDE と

nonaBDE の大気中濃度は比較的一定である一方、2 つの octaBDE 同族体の大気中濃

度が低下していることを示している（市販の octaBDE 製品の使用に関する EU の制限

の結果かもしれない）。この結果は、decaBDE の光分解または大気中での分解が、こ

れらの空気サンプル中の octaBDE 同族体の現在のレベルに大きく寄与しないことを示

唆している可能性がある。しかし、この研究は、このメカニズムが関連していないと

いう証拠として使用することはできない（他の同族体が形成され、現在の濃度レベル

が低濃度をマスクする可能性があるため）。 

 

h）Wilford et al（2008）は、Thomas and Jones (2007)と同じように、同じ農村

地域でサンプリングされた空気微粒子中の decaBDE および nonaBDE（BDE-206、

BDE-207、および BDE-208）のレベルを調査した。 サンプルは 2004 年 4 月 17 日

から 5 月 20 日の間に収集された。合計 nonaBDE 濃度の中央値は decaBDE の濃度の

約 45％であった。よって、nonaBDE は、市販の decaBDE 製品（3％）で報告された

発生に基づいて予想されるよりもはるかに多く存在していた。 

選択したサイズ範囲内の粒子の濃度と nonaBDEs の濃度の関係を分析したところ、

nonaBDE は主に、すすや凝縮した蒸気から形成される小さな粒子ではなく、機械的

プロセスから風で運ばれた粉じんの大きなサイズの粒子（直径 3 µm 以上）に関連す

る強い兆候があった。これは、nonaBDE と decaBDE が、製品からの揮発ではなく、
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使用中の製品の摩耗によって形成された粒子に主に付着していることを示唆してい

る。 

この研究では、BDE-183（市販の octaBDE 製品の主要な同族体）のレベルも測定

された。decaBDE、BDE-208、BDE-207、BDE-206 の間に有意な相関（p <0.01）

が見られたが、BDE-183 とは相関は見られず、nonaBDE は decaBDE と同じソース

から派生したことが示唆された。 

この分析により、2 つの説が考えられる。decaBDE から nonaBDE への脱臭素化と

過去に使用していた nonaBDE 含有量の高い市販の decaBDE 製品からの継続的な排

出である。3 つの主要なヨーロッパの輸入業者によって供給された製品の純度は、

1999 年以前から 97％を超えていることが知られているため、光分解が、今回の分析

のもっともらしい説明になっていると考えられる。 

 

ⅰ）Gearhart and Posselt （2006）が米国の車の内装からフロントガラスフィルム

やダストのサンプルの PBDE 類濃度を調査した。 

DecaBDE は、ダストサンプルの主要な PBDE 同族体であることが判明したが、フ

ロントガラスフィルムでは PBDE の約 1.6％とわずかな割合であった。フロントガラ

スフィルム上で低濃度なのは、他の同族体よりも decaBDE の揮発性が低いこと、ま

たはフロントガラス上の物質の光分解が理由である可能性がある。著者らは、さまざ

まな建物のウィンドウフィルムの PBDE 濃度を調べる研究で、一般的に decaBDE の

比率が高いことを示した（存在する PBDE の 50〜80％）。この研究結果は、車のフ

ロントガラスでの日光ばく露（おそらく高温との組み合わせ）による光分解の増加と

一致していた。この研究は、脱臭素化の状況証拠を提供し、形質転換産物は知られて

いない。ただし、反応が重要となるシナリオの例を示している。 

 

j）Harrad and Abdallah（2011）は、14 台のイギリス車のキャビンとブーツからサ

ンプリングしたダスト中の PBDE を測定した。decaBDE の光変換の可能性は、キャ

ビンのダストで BDE-202（octaBDE）が有意に高い（p <0.05）濃度であったこと

によって示された。対照的に、ラガランテら（2011）は 56 日間一定の UV-A 照射を

行った後、66 台の米国車内からサンプリングされたダストの実験室研究で、

decaBDE の有意な光分解の証拠は見つからなかった。 

 

k）Meyer et al（2012）は、カナダの Devon 氷冠から雪を収集した。 コアは約

1993 年から 2008 年までの期間と相関があった。サンプルはクリーンルーム条件下

で抽出され、26 種の PBDE が GC と陰イオン質量分析を使用して分析された。

DecaBDE、3 種類の nonaBDE は全てのサンプルに存在する主要な同族体であった

（それぞれ全 PBDE の 89％、7％）。 DecaBDE 濃度は、多くの場合で、tri-から
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nonaBDE 同族体と有意に相関（p <0.05）し、臭素数が大きいほど相関が強くなっ

ていた。 

分析結果では、nonaBDE の割合が比較的高く、その割合は典型的な市販製品の組

成とは異なっていた。さらに、2 種類の octaBDE（BDE-201 および BDE-202）が検

出されており、脱臭素化の証拠が提示されていると考えられた。 

 

 

Discussion 

DecaBDE は主に大気中の微粒子に吸着される可能性が高いため、微粒子の光変換

に関するデータが最も重要である。 

報告されている研究は、低臭素 PBDE を生成する可能性の観点で、decaBDE の大

気中光変換の関連性について多少矛盾する情報を提示している。研究の解釈は、使用

された光強度と波長の範囲によって複雑になる。最も関連性の高い研究は、自然光へ

のばく露による研究である可能性が高い。一方、微粒子に吸着した decaBDE が十分

な時間スケールで日光にばく露されると、少量の hepta-または hexa-BDE に変換さ

れることがあると報告されている。日光に decaBDE が 200 時間ばく露された研究で

は、nonaBDE に 10％、octaBDE に 2.4％、heptaBDE に約 0.2％の割合で変換され

ると報告された（Stapleton and Dodder, 2008）。プラスチック粒子に吸着した

decaBDE が日光にばく露されると、数日から 1 週間のタイムスケールで nonaBDE

（およびより少量の octaBDE）が形成される可能性があることが報告された

（Kajiwara et al., 2008）。より長時間のばく露では、低分子量同族体へのさらなる

分解の証拠も報告されている（Kajiwara et al., 2008）。他のまだ同定されていない

生成物は、decaBDE の主要な光分解生成物である可能性がある。トリブロモオクタベ

ンゾフランからオクタブロモジベンゾフランにも少量変換されることが報告されてい

る。 

対照的に、モニタリング研究（Raff and Hites, 2007）、Wilford et al., 2008 お

よび Thomas and Jones, 2007）では、大気中における nonaBDE 以外の低分子量

PBDE 同族体への変換の証拠をおそらく提供しない。現在の PBDE 濃度レベルは低濃

度レベルの変換をマスクする可能性があるため、このような研究の解釈は困難であ

る。ただし、これらの発見は、空気中の decaBDE の光へのばく露の長さと強度、お

よび微粒子による遮蔽、凝縮相の隣接分子による物理的な消光などの直接的な光分解

を妨げる可能性のある要因を緩和することにも関連している可能性がある。変換後の

生成物は、光分解および/またはヒドロキシルラジカルとの反応の影響を受けやすい可

能性があることから、長期的な運命も重要である可能性がある。 

全体として、decaBDE の大気中の滞留時間が、実際のこの経路の関連性を左右する

と予想される。これについてはセクション 3.2 で説明する。大きな粒子は数分で除去

されるが、細かい粒子（直径が数マイクロメートル程度）は、湿式沈着で除去されな
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い限り、数時間または数日間空中に残ることがある。実験的証拠は、そのようなタイ

ムスケールで少なくとも数パーセント程度 nonaBDEs への光変換が起こりうることを

示唆しており、報告で裏付けられている（Wilford et al., 2008 および Meyer et al., 

2012）。これらは最終的に底質と土壌に堆積する。一部の状況では、octaBDE や

heptaBDE、臭素化ジベンゾフランなど、他の物質へも少量変換される可能性がある

が、その程度を評価することはできない。 

情報は限られているが、光変換は特定のばく露シナリオ、たとえば車の内装やカー

テンで重要になる可能性がある。地上または水面に堆積する粒子にも関連する場合が

ある。これについては、次のセクションで検討する。 

 

 

3.1.1.2.2水中での光変換 (Phototransformation in water) 

Discussion 

いくつかの研究により、水中の固体表面に薄膜として吸着した decaBDE が比較的迅

速に光分解することが示されている。研究の解釈は、使用された光の強度と波長の範

囲によって複雑化する。最も関連性の高い研究は、自然光へのばく露の研究である可

能性が高い。製品の特定は、いくつかの研究（例えば、Örn, 1997、Jafvert and 

Hua, 2001a および 2001b、Palm et al., 2003 および Gerecke, 2006）では決定的

ではないが、実験室条件下で 96 時間以上の光ばく露後、新たにスパイクされた底質

中の hepta および hexaBDE 同族体に変換されている証拠が提供されている

（Sellström et al., 1998、Tysklind et al., 2001）。臭素化ジベンゾフランなど、

PBDE 以外の物質も形成される可能性があると思われる。 hexaBDE への変換に関す

るさらなる証拠は、他の研究によっても示されている（Jafvert and Hua, 2001b お

よび Eriksson et al., 2004）。ミネラルカオリナイトとモンモリロナイトに吸着した

decaBDE の脱臭素化が段階的な反応であり、14 日間の日光ばく露後、最初に

nona-、次に octa-および heptaBDE 同族体に変換されることを発見した。ばく露時

間が長くなると、hexa-〜triBDE にも変換された（Ahn et al., 2006a）。 

対照的に、セクション 3.1.2.2 で報告されたカナダの北方湖での最近のオンサイト

底質分解研究で 12 日間にわたって観察された decaBDE 変換では、酸素の有無は関連

性が高かったものの、光は重要な要因ではなかったようである。これは、必ずしも長

時間のスケールで光が重要ではないことを意味するものではない。 

decaBDE の環境的挙動は、水生環境に放出される物質の大部分が浮遊粒子状物体に

分配され、最終的に底質に存在し、そこでは移動しない可能性が高いことを意味す

る。これらのマトリックスでは、表面の層のみが光にさらされる可能性が高く、多く

の底質では、水、腐植物質、その他の要因による光の減衰により、底質表面に到達す

る光の量が少なくなる。他の多くの緩和因子が水生環境の光変換に影響を与えると予

想される。これらには、decaBDE のコロイド粒子への吸着、および天然水に存在する
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一般的に低濃度および/またはあまり好ましくない水素供与体、消光剤等が含まれる可

能性がある。したがって、水生環境に存在する全ての decaBDE のごく一部のみが光

分解を受ける可能性があると予想される。 

さらに、調査では、最終的に存在した生成物がシステム内で蓄積し続けているの

か、減少しているのかについての情報はほとんど提供されていない。 decaBDE の複

数あるいは連続的な環境への投入の影響は考慮されていない。したがって、これらの

研究は、水生環境における decaBDE の nona、octa、hepta、および hexaBDE への

潜在的な光変換のいくつかの証拠を提供するが、環境中での変換の程度と速度に関す

る結論に使用することはできない。 

 

 

3.1.1.2.3土壌中での光変換 (Phototransformation in soils) 

Discussion 

登録書類の結論は、「大気からの沈着、下水汚泥の改良、および/または河川の氾濫

によって decaBDE にばく露された農場土壌では decaBDE の（土壌中）光分解は、観

察されなかった」とされている。いくつかの農場の土壌では、測定の 20 年以上前に

汚泥が改良されているが、微生物分解の証拠は観察されなかった。 

土壌での光変換の根拠は小さいが、ある研究では、光ばく露後に新たに decaBDE

が添加された土壌および砂で hepta および hexaBDE 同族体の形成の可能性が示され

た。 

水生環境に関して（セクション 3.1.1.2.2 を参照）、この分解メカニズムの環境関

連性は、土壌粒子への収着とその後の遮蔽、腐植物質等による光の減衰等によって制

限される可能性がある。経年的な変化による土壌マトリックスへの吸着の増加は、よ

り長いタイムスケールでこの分解経路を介した変換を制限する要因の可能性がある。 

 

 

3.1.1.2.4その他の非生物的変換 (Other abiotic transformation routes) 

Discussion 

硫化鉄、又は硫化鉄と硫化ナトリウムの混合物を水に混ぜて decaBDE を加えて脱臭

素化を観察した実験、バーネス鉱（二酸化マンガン鉱物）を水、THF、カテコール等

の溶媒に混合したものに decaBDE を加えて分解を観察した実験などが報告されてい

る。これらは嫌気性条件下で底質や土壌存在する還元剤による分解を推定する材料に

はなり得るが、環境条件との関連性が低く、分解生成物を予測することもできない。 

 

 

3.1.1.3非生物分解の要約 (Summary of abiotic degradation) 

加水分解は、環境に関連する分解プロセスとは考えられない。 
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DecaBDE は、主に大気中の微粒子に吸着される可能性がある。 decaBDE の大気

中の滞留時間が、光変換の可能性を左右すると予想される。これは粒子サイズに依存

し、乾燥時期に最も高くなり、最大で数日程度になると予想される。そのような条件

下では、nonaBDE への光変換が数パーセント程度予想され、最終的に底質や土壌に

堆積する。octa-および heptaBDE や臭素化ジベンゾフランなども、状況によっては

生成される可能性があるが、量は少ない。 

水生環境下では、decaBDE は比較的急速に光分解する可能性があり、実験室条件下

で 96 時間以上の光ばく露後、新たにスパイクされた底質に nona、octa、hepta、お

よび hexaBDE 同族体が形成されることが観察された。臭素化ジベンゾフランを含む

その他の物質も形成される可能性がある。 

実際には、水生環境に存在する全ての decaBDE のごく一部のみが光分解（光の減

衰、遮蔽などによる）に利用可能であり、現実的な環境条件下での hepta および

hexaBDE への decaBDE の光変換の程度と速度は利用可能なデータから推論できな

い。最近の in situ 底質分解性研究では、比較的短い期間（12 日間）の試験ではあっ

たが、観察された分解に対する光の有意な影響は明らかにされなかった。経年変化に

よって、光反応の可能性を減らす可能性もある。土壌についても同様の結論を導かれ

る。 

底質と土壌の両方の嫌気性条件に存在する還元剤（鉄含有鉱物や硫化物イオンな

ど）との反応は、考えうるその他の非生物的変換経路であるが、利用可能なデータに

基づいて変換の程度や速度を推定することはできない。 

 

 

3.1.2 生分解性 

3.1.2.5 生分解性に関する要約と議論 

decaBDE の水への溶解度が非常に低いことから、水に溶解した物質の生分解は重要な

除去経路にならないと考えられる。これは、利用可能な唯一の生分解試験の結果が無

機化を示さなかったことによって確認された。 

他の基質での decaBDE の生物学的変換に関する幅広い情報が利用可能である。 

・カナダ政府が資金提供した研究で、中央/北ヨーロッパの環境条件に最も近い環境条

件下で、湖底に 30 日間にわたって少量の nonaBDE および octaBDE が形成されるこ

とを示唆された。本研究が完全に報告されるまで、この段階で確固たる結論を引き出

すことはできない。 

・その他の研究で、さまざまな底質や土壌に生息する微生物が deca-、nona-、およ

び octaBDE を少なくとも hepta-および hexaBDE に変換できることを示す証拠が

提供された。これらの研究は必ずしも環境条件を代表するものではないが、微生物が

変換に関与していることを示している。低分子量 PBDEへの変換は、1 年（あるいは

それ以上）の時間枠で生じているようである。底質/土壌の負荷、微生物の適応と群集
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構造、温度、光、底質/土壌の特性などの要因の影響は、データが不足しているため十

分に解明されていない。 

・OctaBDE 同族体は、適切な条件下で約 8 か月間かけて下水汚泥微生物によって形成

される。 

・土壌では、植物を含む温室実験で、2 か月の間に 20％の decaBDE の平均損失が

観察された。試験終了時に存在する総測定 PBDE 濃度の 2.7％が tetraBDE から

heptaBDE に変換されていた。植物の根に関連する土壌微生物（菌根菌を含む）は、

この分解に重要な役割を果たしていると考えられる。植物を使用しないシミュレーシ

ョン研究では、高レベルの変動性による分解の程度について決定的ではなく、可能な

分解生成物に関する情報は提供されなかった。土壌は不均一なマトリックスであり、

下水汚泥の施用が分解速度に与える影響や温度の影響は不明である。不確実性も含ま

れるが、分解反応は環境に関連しており、さまざまな土壌微生物によって分解は行わ

れている。 

 

3.1.3 水生メソコズムでの変換 

水生メソコズム研究が 2 件報告されている。現段階では完全な報告ではないため、

信頼性レベルは割り当てられないが、他の PBDE の発生源（市販製品等）に由来する

環境排出も知られておらず、自然のフィールド条件下水生環境での decaBDE の変換

を示す最初の証拠と考えられる。 

DecaBDE の変換生成物（tetraBDE から nonaBDE）は時間の経過とともに低湿に

蓄積し、3〜5 か月で濃度が最大 10 倍に増加した。 

実験 1 と実験 2 の脱臭素化生成物の割合には違いがあったが、これは時期が原因で

ある可能性がある。実験 1 は寒い条件（9 月から 10 月）で開始され、実験 2 は真夏

に開始された。分解は、decaBDE 添加の 1 か月後にペンタおよびヘキサ BDE が観察

された夏の時期に、より急速に生じるとみられる。 

これらカナダでの調査結果と欧州の状況との関連性を考慮する必要がある。カナダ

の調査場所の平均気温は通常、1 月がマイナス 17°C、7 月が 19°C で、冬の間は雪と

氷に覆われている。これらの条件は、EU ではスカンジナビアやバルト諸国の一部で見

られる条件に匹敵する。カナダ調査場所の日光強度は緯度に基づいて推定すると、中

央ヨーロッパの強度と同程度とみられる。ただし、夏の時期には分解が急速に進行す

るとみられることから、EU ではこれらの研究で観察されたよりも大きな分解につなが

る可能性もある。 

 

3.1.4分解性に関する要約と議論 

非生物的分解 

DecaBDE は、乾期では数日間程度、大気中微粒子に存在することがある。このよう

な条件下では、数パーセント程度、nonaBDE への光変換が予想される。これらは最
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終的に底質や土壌に堆積する。octa-および heptaBDE や臭素化ジベンゾフランなど

の少量の他の物質も状況によっては形成される可能性があるが、その程度を評価する

ことはできない。 

水生環境では、decaBDE は比較的急速に光分解する可能性があり、実験室条件下で

96 時間以上の光ばく露後、新たに添加された底質に nona-、octa-、hepta-、および

hexaBDE 同族体が形成されることが観察されている。臭素化ジベンゾフランを含む他

の物質も形成される可能性がある。 

実際には光の減衰や遮蔽などのため、水生環境に存在する decaBDE 全体のごく一

部のみが光分解に利用できる。最近の in situ 底質分解度研究では、観察された分解に

対する光の有意な影響は明らかにされなかったが、この試験は比較的短い期間（12 日

間）であった。経年変化は、時間とともにこの反応の可能性を減らす役割も果たす。

したがって、底質の光分解は、環境における重要なメカニズムではない可能性もあ

る。土壌についても同様の結論を導き出すことができる。 

底質と土壌の両方の嫌気性条件に存在する還元剤（鉄含有鉱物や硫化物イオンなど）

との反応は、予想し得る非生物変換経路であるが、分解生成物やその割合を推定する

ことはできない。 

生物分解 

底質中および植物の存在下での好気性土壌中の環境的に現実的な条件下での分解は、

ともに tetar-から heptaBDE 同族体（ならびに octa および nonaBDE）の形成につな

がることが示されている。カナダの湖でのメソコズム実験や土壌実験によって底質お

よび土壌中の実際のまたは現実的な最悪の場合の環境条件の下で、hexa-および

heptaBDE 同族体を形成できるという強力な証拠を示した。 

これらの調査結果は、他のさまざまな実験室研究およびモニタリングデータによって

裏付けられているが、さまざまな要因によって、これらの他の研究が変換の曖昧な証

拠のみを提供することを意味する。 

 

3.2 環境分布 

3.2.1吸着/脱着 

登録書類には、信頼性や入力パラメーターに対する感度の分析を示すことなく、

QSAR 計算に基づくこのエンドポイントの 2 つの研究概要（PCKOC v.1.66 および

EPIwin Level III Fugacity モデル）がある。結果は EC（2002）とほぼ一致してお

り、decaBDE の土壌吸着定数（Koc）は 150,900 から 49,000,000 l / kg（log Kow 

6.27 および 9.97 から推定）の範囲で推定された。 

物質がすでに吸着している底質に水を加えた試験で、decaBDE の底質-水分配係数

を測定した研究では、79,433 l / kg の Kp（sed）が得られた（Watanabe, 

1988）。底質の有機炭素含有量に関する情報は報告されていない。底質が有機炭素を

5％含むと仮定した場合、土壌と浮遊底質の分配係数の値は、有機物と仮定して Kp
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（soil）= 31,773 l / kg および Kp（susp）= 158,866 l / kg として推定される。土

壌と浮遊底質の炭素含有量はそれぞれ 2％と 10％で、Koc = 1.59 x 106 l / kg であ

り、上記の推定値とよく一致している。 

したがって、DecaBDE は、浮遊粒子、下水汚泥、底質、および土壌中の有機物に

強く吸着すると予想される。その低い水溶性（<0.1 μg / l）を考えると、土壌中の移

動性も低い可能性がある。 

 

3.2.2揮発 

登録書類には、信頼性や入力パラメーターに対する感度の分析を示すことなく、

QSAR 計算に基づいたこのエンドポイントの研究概要が 1 つ（EPIwin v.3.04 の

HENRY v.3.10）ある。登録書類では、decaBDE の水から大気への揮発は予想されて

いないと結論されている。 

EC（2002）は、decaBDE の蒸気圧が低い（4.62×10-6 Pa；21°C）ため、容易に

揮発する可能性は低いと結論付けた。ヘンリー定数は、水溶解度と蒸気圧から約 20°

C で 44 Pa m3 / mol を超えると推定できるが、この 2 つのパラメーターの測定の難

しさを考えると、この値は非常に不確かである。地表水および下水処理からの揮発は

わずかに発生する可能性があるが、浮遊物体への吸着があるので実際には少ないだろ

う。 

大気中に入ると、decaBDE は空中浮遊粒子で輸送されることが示されており、これ

は湿性および乾性沈着の影響を受けやすい。さらなる輸送は、堆積した粒子の運命に

依存する。これは、陸上での風による浸食のレベル、および水中での流れと表面の層

化によって支配される。 

 

3.2.3 分配モデル 

Discussion 

DecaBDE は主に大気中の微粒子に関連しており、一部のモデル研究では、湿性沈

着からの急速な除去により、長距離大気輸送の可能性が限られていることが示唆され

ている。 ただし、乾季には長距離輸送される。 利用可能なモニタリングデータは、

decaBDE が大気、底質、野生生物の低濃度で遠隔地にあることを示している。 場合

によっては、ローカルな情報源が関係している可能性がある（たとえば、decaBDE

は、南極の研究ステーションからの水性廃棄物で見つかっている）。 渡り鳥等の野生

生物も越冬地でばく露される可能性がある。人の居住地域から遠く離れた湖の底質と

遠隔地での大気からの検出は、長距離輸送がある程度発生していることを示唆してい

る。 
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6. SVHCの結論 

6.2 PBT および vPvB 評価 

6.2.1 PBT / vPvB 特性の評価 

DecaBDE は、シミュレーションおよび野外調査で底質および土壌の一次分解半減期が

180 日をはるかに超えていることによって実証されているとおり、Annex XIII 基準に

照らして非常に残留性のある物質である。底質と土壌は、放出後に物質が存在する主要

な媒体である。モニタリングデータは、decaBDE が環境中に広く分散しており、一部

のヨーロッパの河口底質と土壌のレベルが数 mg/kg dw 程度であることを示してい

る。また、大気中でも微粒子に結合した状態で低濃度に検出され、乾期には長距離大気

輸送の影響を受けやすい。 

生物蓄積データはあいまいである。信頼できる魚類の BCF 測定は得られていないが、

フィールド測定では魚の食物連鎖における重大な生物濃縮の可能性を示す傾向はない。

陸生の食物連鎖では状況が異なり、モニタリングデータは、物質が鳥の卵などの感受性

の高い生活段階の組織を含む、多くの水生および陸生野生生物種に取り込まれているこ

とを示している。報告されている最高濃度は、一部の上位捕食者では約 400 μg/ kg 

ww (wet weight)であるが、特に水生環境ではそれよりも一般的にははるかに低い。

これらの濃度は、非常に生物蓄積性があると考えられている他の物質よりも低いとみら

れる。 

危険有害性の分類で示される結果として、重大な毒性がないことは、decaBDE が付属

書 XIII の毒性（T）基準を満たしていないことを意味する。登録者によって考慮されて

いない多くの研究では、低濃度での水生種（甲状腺系を含む）への影響の可能性を示唆

している。 DecaBDE は、鳥類（Gallus gallus）の卵に注射すると死亡を引き起こす

ことも報告されており、鳥類毒性の懸念が高まっている。難溶性物質は方法論的な制限

があり、結果を確認するために、認められたプロトコルに従って実施された反復研究が

必要になると思われる。ただし、これらの新しいデータは、以前はそれほど示されてい

なかった毒性影響の懸念を引き起こす。この関係書類では、哺乳類の毒性に関する新し

いデータは考慮されていない。したがって、T 基準に関する結論は、当面の間暫定的な

ものである。 

したがって、DecaBDE は、その固有の特性に基づいて PBT または vPvB の基準を

満たすとは見なされない。 T 結論の不確実性を考慮する必要があるが、これは登録会

社が導き出した結論と一致している。 

 

2011 年に Annex XIII が改訂される前に登録が提出されたため、登録者は変換の可能

性を考慮しなかった。 

 



付属資料 2.1-1 

17 

 

DecaBDE の非常に高い残留性と環境での広範な分布は、生物に対する生涯ばく露と摂

取の可能性が高くなると予想され、非生物的および生物的変換の両方を通じて分解産物

の長期的な（発生）源になりうる“貯め”を多くの地域で作っている。 

大気中では、decaBDE は光分解により nonaBDE（及びより少量の octaBDE）に部分

的に変換される可能性がある。これにより、大気中の微粒子中の nonaBDE 濃度が濃縮

され、底質や土壌に堆積することが予想される。 

入手可能な証拠は、decaBDE が臭素原子を失い、関連するさまざまな環境条件下で

nonaBDE と少量の octaBDE（場合によっては、hexa-と heptaBDE も）を形成す

る可能性があることを示している。 

実際に、魚類や植物を用いて decaBDE を適用した実験で、生体から低臭素の BDE が

検出されている。これらの実験は単回適用であり、decaBDE の反復適用では、より高

い濃度につながると予想される。 

付録 1 の分析から、tetra-、penta-、hexa-、および heptaBDE は、付属書 XIIIの

PBT / vPvB 物質基準を満たすと見なされる。Octa-または nonaBDE は、利用可能な

データに基づくと PBT または vPvB 物質とは見なされないが、非常に残留性があり、

適切な条件下で懸念性のある低臭素の PBDE 同族体に変換される可能性もある。 

 

規制の観点でどの程度の分解が重要であるかを考慮する際に、ECHA（2008）によって

登録者向けにいくつかのガイダンスが提供されている。これは、PBT / vPvB 特性を

備えた形質転換/分解生成物が個々の量として 0.1％（w / w）以上で生成されている

場合、親化合物は一般に排出量の推定とばく露の管理に関して PBT / vPvB 物質のよ

うに扱われるべきであるとされている（親化合物は、個々の登録者によって、年間 10

トン以上の量で製造または輸入されていることが前提）。この 0.1％という割合に時間

スケールは関連付けられていない。ガイダンスでは、「そのように量によってもたらさ

れるリスクの関連性と評価の努力の釣り合いのために、しきい値を 0.1％以上に上げる

ことを考慮することができる、（これは）PBT / vPvB 特性を備えたすべての変換/分解

生成物の合計量に対して 10％（w / w）を超えてはならず、そのような生成物の合計

量は 1 トン/年を超えてはならない。この決定には、用途のパターンと潜在的な排出量

を考慮する必要があり、「重大な排出につながる使用が予想される場合、下限 0.1％の

しきい値を適用すべきかどうかについて慎重に検討する必要がある」（ガイダンス

R.11.1、p10）。これは、R.11.2（p55）で次のようにわずかに拡張されている。「リ

スクの特性化の要件と実装するリスク管理手段の性質に関して、そのような生成物の合

計量が... 1 トン/年を超えないことを十分に確実に推定できる場合、PBT または vPvB

特性を有するすべての変換/分解生成物の合計に対して 10％の閾値を使用するかもし

れない。脚注 13 にあるとおり、これは「許容放出」の閾値と見なされることを意図し

ておらず、他の登録要件と比較した化学物質安全性評価に必要な労力のレベルに関連す

る管理ツールである。 
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管理されていない発生源からの排出量を正確に推定すること、および異なる媒体（酸化

還元電位、有機炭素含有量などのさまざまな環境パラメーターを含む）の変換速度を定

量化することの難しさを考えると、1 年で形成される変換生成物の量を確実に推定する

ことは不可能である。したがって、この場合は 0.1％w / w の下限閾値を使用する方が

適切と考えられる。 

もう 1 つの考慮事項は、閾値が個々の分解生成物に適用されることを意味しているこ

とである。この場合、各PBDE同族体グループ（tetra-、penta-、hexa-、およびheptaBDE）

は、24〜46 の異性体で構成されている。固定された重量パーセントは、分子量に応じ

て異なるモル数を表す。つまり、octaBDE 同族体の 0.1％（w / w）は、tetraBDE 同

族体の同じ質量よりも少ないモルを表す。 

利用可能な実験的研究のいずれも、すべての PBDE 同族体を定量はしていない。さら

に、実験データはこの主成分に基づいて利用可能ではないため、各異性体の PBT 分析

を個別に実行することはできない（これを可能にするために研究を依頼するとコストと

時間が見合わない）。 

したがって、PBDE 同族体グループは、各グループの異性体の大部分が同様に振る舞う

と想定されるため、個々のしきい値を適用する単位として使用される。要約すると、こ

の場合、規制措置を講じる必要性の指標として、1 年程度の時間スケールで 0.1％の

tetra-から heptaBDE同族体グループの形成に対する閾値が適切である。 

これに基づいて、土壌中の decaBDEの PBT / vPvB 物質（および前駆体）への変換

は十分に広範囲であるため、PBT / vPvB物質に関する Annex XIII基準自体を満た

すと考えられる。水中画分と生物相の間の変換（形質転換）によって、生物は PBDE 同

族体にばく露される可能性が増える。 

また、研究で検出された他の形質転換生成物には、ポリブロモジベンゾフラン、水素化

PBDE およびメトキシ PBDE 誘導体が含まれることに注意する必要がある。そのような

物質の PBT プロファイルは、測定データがなく不明である。場合によっては、これら

の物質の一部は変換の重要な生成物である可能性があるが、実験的に分解性が考慮され

ておらず、環境で形成される可能性のある量も不明である。 

PBDE の形成は、底質メソコズムの研究において夏の数か月間でより広範であったが、

変換プロセスに対する温度の役割は不明である。気候変動が形質転換率に与える影響も

不明である。 

 

6.2.2 PBT 及び vPvB 特性の要約と全体的な結論 

DecaBDE は非常に残留性が高く、野生生物種を含む多くの環境媒体で広く検出されて

いる。 利用可能なデータに基づいて、decaBDE が環境内で変換されて、PBT / vPvB

特性を持つ物質を形成するか、そのような物質の前駆体として機能する物質が 1 年の

時間枠の間に 0.1％を超えて存在する可能性が高いと結論付けることができる。 
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したがって、DecaBDE は、REACH 規則の附属書 XIII に従って、PBT / vPvB 物質の

定義を満たしていると見なされ、第 57 条（d）および（e）に該当する。 
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付属資料3.2-1 各国の分解性 蓄積性判定基準比較表

POPs EU（REACH） 米国（TSCA） カナダ（CEPA） 日本（化審法）

PB基準参照元

STOCKHOLM CONVENTION ON PERSISTENT

ORGANIC POLLUTANTS (POPS)

ANNEX D

INFORMATION REQUIREMENTS AND

SCREENING CRITERIA

REACH規則附属書XIII TSCA Work Plan Chemicals: Methods Document

Persistence and Bioaccumulation Regulations（残留性及び生物蓄積性

規則）

SOR/2000-107

新規化学物質の判定及び監視化学物質への該当性の判定等に係る試験方法及

び判定基準

平成３０年４月１３日

PB評価の目的

①当該物質が付属書XIIIに示された基準を満たすかどうかを決定すること（PBT

物質及びvPvB物質の特定）

②満たすのであれば当該物質の潜在的な排出を特性化すること

（付属書I）

TSCA Work Planの目的は、化学物質をTSCA Work Plan Chemicalsとして

特定することにより、EPAが当該物質を引き続き検討する意図を示すことである。

TSCA 6(h) は難分解性、生態蓄積性及び毒性を有する化学物質を特定し、当

該化学物質の制限又は禁止等により、人の健康や環境を損なうリスクに対処し、ば

く露を低減させる。

難分解性、生物蓄積性を含む物質の性質又は特性の決定（環境運命と分布の

評価に用いる）

（当該物質がCEPA 1999のセクション64に定められた基準を満たしているかどうか

の判定が評価の結論であり、上記はそのLine of Evidenceの1つ）

「難分解性」、「高蓄積性」及び「長期毒性（人又は高次捕食動物）」を有する

化学物質を特定すること。（逐条解説）

なお、分解性データはリスク評価時のパラメータにも使用される。

P基準

Persistence（残留性）→i)又はii)

i) 物質半減期

水中半減期＞2か月

土壌中半減期＞6か月

底質中半減期＞6か月

ii) 十分な程度の残留性があるという証拠

Section 1 PBT物質及びvPvB物質の特定のためのクライテリア

[PBT物質]

Persistent（残留性）→次のいずれか

・海水中半減期＞60日

・淡水/汽水中半減期＞40日

・海水底質中半減期＞180日

・淡水/汽水底質中半減期＞120日

・土壌中半減期＞120日

[vPvB物質]

vP（究極的残留性）→次のいずれか

・海水/淡水/汽水中半減期＞60日

・海水/淡水/汽水底質中半減期＞180日

・土壌中半減期＞180日

これらの基準とともにWoEを用いるアセスメントの情報（3.2）が考慮される。

（付属書XIII）

TSCA Work PlanにおけるPBのスコア基準（TSCA 6(h)）

Persistence scoring

半減期＞6ヶ月 スコア3

半減期≧2ヶ月 スコア2

半減期＜2ヶ月 スコア1

SOR/2000-107

3. Persistent（残留性）→次のいずれか

(a) 大気

 i) 半減期 ≧ 2日 又は、

 ii) 発生源から遠隔地への大気輸送の影響を受けやすい

(b) 水中における半減期 ≧ 182日以上

(c) 底質中における半減期 ≧ 365日以上

(d) 土壌中における半減期 ≧ 182日以上

（１）分解度試験

①良分解性

以下のいずれかであること。

・３つの試験容器で実施した場合には、２つ以上でBOD による分解度が60％以

上であり、かつ、３つの平均が60％以上であること。

・２つの試験容器で実施した場合には、BOD による分解度の平均が60％以上で

あり、かつ、BOD による分解度がいずれも60％以上であること又は分解度の最大と

最小の差が20％未満であること。

上記の判定に当たっては、併せてHPLC、GC 等の直接分析法により分解生成物

が生成していないことが確認されること。

なお、通知で定められた試験方法による試験成績が上記の基準を満たさない場合

には、BOD による分解度以外の試験結果等を考慮して総合的に判定を行うことが

できる。また、BOD 曲線等から試験終了後も引き続き生分解していることが示唆さ

れる場合（上昇傾向等）には、OECD テストガイドライン302C による試験成績

に基づいて判定を行うことができる。

②難分解性

・良分解性でないこと。

P又はvP

使用データ（関

連情報）

Section 3.1 スクリーニング情報（付属書XIII）

3.1.1 P又はvP

（a）付属書VIIのセクション9.2.1.1に基づく易生分解性試験の結果

（b）他のスクリーニングテストの結果（例：拡張易生分解性試験、本質的生

分解性試験）

（c）付属書XIのセクション1.3に準拠した生分解（Q）SARモデルから得られた

結果

（d）適合性と信頼性が合理的に実証できるという条件で、その他の情報

↓（PBT/vPvB評価ガイダンス）

i) 物質が易生分解性の証拠がある

→P/vPではない

ii) スクリーニング情報からの判断

a) 易生分解性試験の結果：TG301A他でDOC除去が70％以上、TG 301B

でThCO2が60％以上、TG 301C他でThODが60％以上等

→ P/vPではない

b) 拡張易生分解性試験、本質的生分解性試験の結果：TG302Bで7日間以

内に70％以上の無機化、TG302Cで14日間以内に70％以上の無機化等

→ P/vPではない

c) BIOWIN 2で急速分解ではない、かつ、BIOWIN 3で究極生分解時間の予

測が月以上（値としては2.25から2.75の間）等

→ P/vPの可能性あり

d) TG306等も使用できる

(1) ワークプランケミカルズ

・大気、水、土壌、底質の潜在的な半減期データ（物化性状や環境運命のパラ

メーターに基づいて、化学物質の予想される分配特性とすべての潜在的な除去経

路を考慮）

・国内外のデータベース等情報源から、生物的および非生物的変換（生分解、加

水分解、光分解など）に関する研究を特定

（試験データがない場合、EPAはEPI Suite™バージョン4.10 （BIOWIN、

HYDROWIN、AOPWIN、およびレベルIIIフガシティーモデル）を使用して、生分

解、加水分解、大気での酸化、および環境分布を評価）

(2) TSCA 6(h) に基づくPBT評価

→明確な記載はないが、(1)と同様と思われる。

SOR/2000-107

5. PB物質に関する残留性および生物蓄積性の決定は、OECDまたは他の同様

の組織に一般的に認められた方法に従って、またはそうでない場合には、科学界で

一般に認められている方法に従って、物質固有の特性、生態系、環境の条件を考

慮した方法による。

微生物等による化学物質の分解度試験（分解度試験）

Section 3.2 アセスメント情報（付属書XIII）

3.2.1 P又はvP

（a）表層水の分解に関するシミュレーション試験の結果

（b）土壌の分解に関するシミュレーション試験の結果

（c）底質の分解に関するシミュレーション試験の結果

（d）適合性と信頼性が合理的に実証できる場合、野外調査またはモニタリング調

査からの情報など、その他の情報

↓

Section 1に規定される基準とともにSection3.2にリストされる全ての関連する利

用可能な情報と比較することによって専門家判断を用いたWoEが適用される。

(3) TSCA改正後

→明確な記載はない。

なお、ハザード評価において、バイオモニタリング調査や各種試験系におけるメカニズ

ム的及び/又は動態学的調査（トキシコキネティクス及びトキシコダイナミクス、計算

毒性学、遺伝子応答アッセイ、構造活性相関からのデータ、生態学的フィールド

データを含むもの、ただしこれらに限定されない）が調査されるとの記述がある。

（Overview of the Ecological Assessment of Substances under the

Canadian Environmental Protection Act, 1999 (Environment

Canada 2007)）

3.2 情報の評価

評価のために情報が収集されると、重要な実験データまたはフィールドデータの品質と

モデル推定の精度が評価され、評価での使用の許容性が判断される。

評価のエンドポイントに対してWoEを用いると、実験データはモデルによる予測データ

よりも優先されるが、いずれもLines of Evidenceとして用いられる。

一般的には特定のエンドポイントに対して次の優先順位で考慮される。

1. 物質の許容可能な実験データ

2. 評価される物質の構造類似物質による許容可能な実験データ

3. 信頼性の高いモデル予測値

4. 専門家の判断

4.2.1

環境残留性の指標は、特定の媒体の半減期を使用する。

PB物質に関する残留性および生物蓄積性の決定は、OECDまたは他の同様の組

織に一般的に認められた方法に従って、またはそうでない場合には、科学界で一般

に認められている方法に従って、物質固有の特性、生態系、環境の条件を考慮した

方法による。

生体内蓄積/生体内濃度（BAF / BCFの測定値または推定値）

1/2



付属資料3.2-1 各国の分解性 蓄積性判定基準比較表

POPs EU（REACH） 米国（TSCA） カナダ（CEPA） 日本（化審法）

B基準

Bio-accumulation（生物濃縮性）→i)、ii)又はiii)

i) 水生生物種への生物濃縮係数（BCF）＞5000 又は

生物蓄積係数（BAF）＞5000 又は データがない場

合はlog Kow ＞ 5

ii) 他の種への高い生体内蓄積性、高い毒性又は生態毒

性など、懸念に対する他の理由を示す証拠

iii) 十分な程度の生物蓄積性を示す生物相のモニタリング

データ

Section 1 PBT物質及びvPvB物質の特定のためのクライテリア

[PBT物質]

Bioaccumulative（生物濃縮性）

水生生物種へのBCF＞2000

[vPvB物質]

vB（究極的生物濃縮性）

水生生物種へのBCF＞5000

これらの基準とともにWoEを用いるアセスメントの情報（3.2）が考慮される。

（付属書XIII）

TSCA Work PlanにおけるPBのスコア基準（TSCA 6(h)）

Bioaccumulation scoring

BCF or BAF＞5000 スコア3

BCF or BAF≧1000 スコア2

BCF or BAF＜1000 スコア1
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4. Bioaccumulative（生物濃縮性）→次のいずれか

(a) BAF (Bioaccumulation factor) ≧ 5000

(b) BAFが決定できない場合、BCF (Bioconcentration factor)  ≧ 5000

(c) BAFもBCFも決定できない場合、log Kow ≧ 5

（２）濃縮度試験又はPow 測定試験

①高濃縮性

・生物濃縮係数が5,000 L/kg 以上であること。

②高濃縮性でない

以下のいずれかであること。

・生物濃縮係数が1,000 L/kg 未満であること

・１－オクタノール／水分配係数（Pow）の常用対数が3.5 未満であること。ただ

し、界面活性のある物質、分子量分布を有する混合物、有機金属化合物、純度

の低い物質（HPLC 法を除く）及び無機化合物には適用しない。

③生物濃縮係数が1,000 L/kg 以上、5,000 L/kg 未満の場合には、必要に

応じ、以下の成績及び知見を考慮して高濃縮性かどうかを総合的に判断する。

・排泄試験

・部位別（可食部）の生物濃縮係数

・濃度依存性に関する知見

上記の判定に当たっては、原則として、定常状態における生物濃縮係数を用いるこ

と。③の場合においては、その他のエンドポイント（BCFSSL、BCFK、BCFKL、

BCFKg、BCFKgL）を含めて判断する。また、生物濃縮係数に濃度依存性が懸

念される場合には、必要に応じてより低濃度区での試験を行い、その成績を踏まえ

判断する。

餌料投与法における成長希釈補正した速度論による経口生物濃縮係数

（BMFKg）又は取込期間を10日間以上実施した試験において取込期間終了

時における経口生物濃縮係数が0.007未満の場合は、高濃縮性ではないと判定

する。0.007以上の場合は、その他のエンドポイント（BMFK、BMFKL 及び

BMFKgL）、部位別（可食部）の経口生物濃縮係数、基準物質の試験結果

等を考慮して総合的に判断する。

B又はvB

使用データ（関

連情報）

Section 3.1 スクリーニング情報（付属書XIII）

3.1.2 B又はvB

（a）付属書VIIのセクション7.8に従って実験的に決定された、または付属書XIの

セクション1.3に従って（Q）SARモデルによって推定されたオクタノール-水分配係

数;

（b）適合性と信頼性が合理的に実証できるという条件で、その他の情報

↓（PBT/vPvB評価ガイダンス）

次の全てがNoであれば「Bでない」と結論できる。

i) log Kow > 4.5？

ii) log Kow > 2 かつ log Koa > 5？

iii) 非脂質蓄積性？

いずれか1つでもNoでなければ引き続きアセスメントを進める。

(1) ワークプランケミカルズ

・生体内蓄積/生体内濃度（BAF / BCFの測定値または推定値）

・BAFデータが入手できない場合、bioconcentration data（測定値または推定

値）を使用

（試験データがない場合、EPAはEPI Suite™バージョン4.10 （BCF/BAF）を

使用して、生物蓄積/生物濃縮を評価）

(2) TSCA 6(h) に基づくPBT評価

→明確な記載はないが、(1)と同様と思われる。
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5. PB物質に関する残留性および生物蓄積性の決定は、OECDまたは他の同様

の組織に一般的に認められた方法に従って、またはそうでない場合には、科学界で

一般に認められている方法に従って、物質固有の特性、生態系、環境の条件を考

慮した方法による。

魚介類の体内における化学物質の濃縮度試験（濃縮度試験）又は１－オクタ

ノールと水との間の分配係数測定試験（Pow測定試験）

・餌料投与法による判定に関しては、引き続き知見を収集し、必要に応じて、今

後、見直しすることとする。

・魚介類の体内における濃縮性その他生物の体内の蓄積性に関する知見がある場

合には、必要に応じ、これらの知見を考慮して判定する。

Section 3.2 アセスメント情報（付属書XIII）

3.2.2 B又はvB

（a）水生生物種の生物濃縮性または生物蓄積性研究の結果

（b）生物蓄積性の可能性に関して、適合性と信頼性が合理的に実証できること

を条件として、次のようなその他の情報

—陸生生物種の生物蓄積性研究の結果

—血液、乳、脂肪などの人の体液または組織の科学的分析によるデータ

—周囲の環境のレベルと比較して、特に絶滅危惧種または脆弱な個体群での生物

相のレベル上昇の検出

—動物の慢性毒性試験の結果

—物質のトキシコキネティック挙動の評価

（c）物質の食物連鎖内での生物学的拡大能力に関する情報、可能であれば、

生物学的拡大係数または栄養学的拡大係数（食物連鎖増幅係数）で表される

情報

↓

Section 1に規定される基準とともにSection3.2にリストされる全ての関連する利

用可能な情報と比較することによって専門家判断を用いたWoEが適用される。

（付属書XIII）

(3) TSCA改正後

→明確な記載はない。

なお、ハザード評価において、バイオモニタリング調査や各種試験系におけるメカニズ

ム的及び/又は動態学的調査（トキシコキネティクス及びトキシコダイナミクス、計算

毒性学、遺伝子応答アッセイ、構造活性相関からのデータ、生態学的フィールド

データを含むもの、ただしこれらに限定されない）が調査されるとの記述がある。

（Overview of the Ecological Assessment of Substances under the

Canadian Environmental Protection Act, 1999 (Environment

Canada 2007)）

3.2 情報の評価

評価のために情報が収集されると、重要な実験データまたはフィールドデータの品質と

モデル推定の精度が評価され、評価での使用の許容性が判断される。

評価のエンドポイントに対してWoEを用いると、実験データはモデルによる予測データ

よりも優先されるが、いずれもLines of Evidenceとして用いられる。

一般的には特定のエンドポイントに対して次の優先順位で考慮される。

1. 物質の許容可能な実験データ

2. 評価される物質の構造類似物質による許容可能な実験データ

3. 信頼性の高いモデル予測値

4. 専門家の判断

4.2.2

Bioconcentration（BCF）、Biomagnification（BMF）、

Bioaccumulation（BAF）のデータを活用することができる。
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付属資料4.1-1 分解性試験法概要 ①-1

機関 OECD EU EPA
試験法番号 301A C04A 835.3110
試験法名称 DOC Die-Away試験 DOC Die-Away試験（C.4-A） DOC Die-Away試験

試験目的、概要、背景等

適用可能物質
難溶性：不可
揮発性：不可
吸着性：一部可（程度による）

難溶性：不可
揮発性：不可
吸着性：一部可

難溶性：不可
揮発性：不可
吸着性：一部可

基準物質
アニリン、酢酸ナトリウム、安息香酸ナトリ
ウム（301共通）

アニリン、酢酸ナトリウム、安息香酸ナトリ
ウム

アニリン、フタル酸、トリトメット酸、酢酸ナト
リウム、デキストロース、安息香酸ナトリウ
ム

水 脱イオン水、蒸留水 脱イオン水または蒸留水 脱イオン水、蒸留水

フラスコ数

試験物質+植種源：2連
植種源のみ：2連
基準物質+植種源（手法対照区）：1連
試験物質＋殺菌剤（非生物対照区）：1連
試験物質＋植種源＋殺菌剤（吸着性対照
区）：1連
試験物質＋基準物質＋植種源（毒性対照
区）：1連

試験物質+植種源：2連
植種源のみ：2連
基準物質+植種源：1連
（必要な場合）
試験物質＋殺菌剤：1連
試験物質＋植種源＋殺菌剤：1連
試験物質＋基準物質＋植種源：1連

試験物質+植種源：2連
植種源のみ：2連
基準物質+植種源：1連
試験物質＋殺菌剤：1連（オプション）
試験物質＋植種源＋殺菌剤：1連（オプ
ション）
試験物質＋基準物質＋植種源：1連（オプ
ション）

試験物質濃度 10-40mgDOC/L 10-40mgDOC/L 10-40mgDOC/L

植種源
活性汚泥、下水放流水、表層水、土壌、こ
れらの混合物

活性汚泥、下水放流水、表層水、土壌、こ
れらの混合物

活性汚泥、下水放流水、表層水、土壌、こ
れらの混合物

植種源濃度（mg/SSL） ≦30 ≦30 ≦30
植種源濃度（ml廃水/L） ≦100 ≦100 ≦100
植種源濃度（生菌数/L） 107-108 107-108 107-108

pH 7.4±0.2 7.4±0.2 7.4±0.2
試験温度（℃） 22±2 22±2 22±2
試験日数 28日 28日 28日

パスレベル
DOC除去率70％
ThOD、ThCO2生成 60％ 記載なし

DOC除去率70％
ThOD、ThCO2生成 60％

分解性の指標データ DOC DOC DOC

・好気的水媒体における化学物質の易生分解性のスクリーニング的な評価（易生分解性か否かを判別）を目的とした試験
・生物化学的酸素消費量（BOD）に基づく生分解度（％）を求める
・他の301と異なり、試験物質や変化物の定量もしくは定性分析が必要
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付属資料4.1-1 分解性試験法概要 ①-1

機関 OECD EU EPA
試験法番号 301A C04A 835.3110
試験法名称 DOC Die-Away試験 DOC Die-Away試験（C.4-A） DOC Die-Away試験

報告内容

試験物質：物理的性質、物理化学的性
状、同定データ
試験条件：植種源（サンプリング場所、濃
度、前処理など）
手順：下水（産業廃水）の割合と性質、試
験期間、温度、（難溶性試験物質の場合）
試験溶液/懸濁液の調製方法、試験法説
明
結果：表形式データ、阻害現象、非生物的
分解、化学分析データ、中間体の分析
データ、試験物質と参照物質の時間に対
する分解率のグラフ、各タイミングの分解
率
結果の議論

1.試験室
2.試験開始日
3.試験物質
名称、保存溶液濃度、培地中初期濃度
4.植種源
 採取場所、前処理、反応混合物中の懸濁
物質濃度
5.DOC
6.生データの評価
7.非生物対照（オプション）
8.特定化学分析（オプション）

試験室
試験開始日
試験物質：名称、保存溶液濃度、培地中
初期濃度
植種源：採取場所、前処理、反応混合物
中の懸濁物質濃度
1. DOC
2. 生データの評価
3. 非生物対照（オプション）
4. 特定化学分析（オプション）
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付属資料4.1-1 分解性試験法概要 ①-2

機関 OECD EU EPA
試験法番号 301B C04C 835.3110
試験法名称 CO2発生試験 CO2発生試験（C.4-C） CO2発生試験

試験目的、概要、背景等

適用可能物質
難溶性：可
揮発性：不可
吸着性：可

難溶性：可
揮発性：不可
吸着性：可

難溶性：可
揮発性：不可
吸着性：可

基準物質
アニリン、酢酸ナトリウム、安息香酸ナトリ
ウム（301共通）

アニリン、酢酸ナトリウム、安息香酸ナトリ
ウム

アニリン、フタル酸、トリトメット酸、酢酸ナト
リウム、デキストロース、安息香酸ナトリウ

水 脱イオン水、蒸留水 脱イオン水、蒸留水 脱イオン水、蒸留水

フラスコ数

試験物質+植種源：2連
植種源のみ：2連
基準物質+植種源（手法対照区）：1連
試験物質＋殺菌剤（非生物対照区）：1連
試験物質＋基準物質＋植種源（毒性対照
区）：1連

試験物質+植種源：2連
植種源のみ：2連
基準物質+植種源：1連
（必要な場合）
試験物質＋殺菌剤：1連
試験物質＋基準物質＋植種源：1連

試験物質+植種源：2連
植種源のみ：2連
基準物質+植種源：1連
試験物質＋殺菌剤：1連（オプション）
試験物質＋基準物質＋植種源：1連（オプ
ション）

試験物質濃度 10-20mgCOD/L 10-20mgCOD/L 10-20mgCOD/L

植種源
活性汚泥、下水放流水、表層水、土壌、こ
れらの混合物

活性汚泥、下水放流水、表層水、土壌、こ
れらの混合物

活性汚泥、下水放流水、表層水、土壌、こ
れらの混合物

植種源濃度（mg/SSL） ≦30 ≦30 ≦30
植種源濃度（ml廃水/L） ≦100 ≦100 ≦100
植種源濃度（生菌数/L） 10

7
-10

8
10

7
-10

8
10

7
-10

8

pH 7.4±0.2 7.4±0.2 7.4±0.2
試験温度（℃） 22±2 22±2 22±2
試験日数 28日 28日 28日

パスレベル
DOC除去率70％
ThOD、ThCO2生成 60％ 記載なし

DOC除去率70％
ThOD、ThCO2生成 60％

分解性の指標データ CO2発生量 CO2発生量 CO2発生量

・好気的水媒体における化学物質の易生分解性のスクリーニング的な評価（易生分解性か否かを判別）を目的とした試験
・生物化学的酸素消費量（BOD）に基づく生分解度（％）を求める
・他の301と異なり、試験物質や変化物の定量もしくは定性分析が必要
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付属資料4.1-1 分解性試験法概要 ①-2

機関 OECD EU EPA
試験法番号 301B C04C 835.3110
試験法名称 CO2発生試験 CO2発生試験（C.4-C） CO2発生試験

報告内容

試験物質：物理的性質、物理化学的性
状、同定データ
試験条件：植種源（サンプリング場所、濃
度、前処理など）
手順：下水（産業廃水）の割合と性質、試
験期間、温度、（難溶性試験物質の場合）
試験溶液/懸濁液の調製方法、試験法説
明
結果：表形式データ、阻害現象、非生物的
分解、化学分析データ、中間体の分析
データ、試験物質と参照物質の時間に対
する分解率のグラフ、各タイミングの分解
率
結果の議論

1.試験室
2.試験開始日
3.試験物質
名称、保存溶液濃度、培地中初期濃度、
添加された炭素合計量、ThCO2
4.植種源
 採取場所、前処理、反応混合物中の懸濁
物質濃度
5.炭素濃度、DOC除去率
6.生データの評価
7.非生物対照（オプション）

試験室
試験開始日
試験物質：名称、保存溶液濃度、培地中
初期濃度、添加された炭素合計量、
ThCO2
植種源：採取場所、前処理、反応混合物
中の懸濁物質濃度
1. CO2発生量

2. DOC除去率（オプション）
3. 非生物的分解（オプション）
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付属資料4.1-1 分解性試験法概要 ①-3

機関 OECD EU EPA
試験法番号 301C C04F 835.3110
試験法名称 修正MITI試験（I） MITI試験（C.4-F） 修正MITI試験（I）

試験目的、概要、背景等

適用可能物質
難溶性：可
揮発性：一部可（程度による）
吸着性：可

難溶性：可
揮発性：一部可
吸着性：可

難溶性：可
揮発性：一部可
吸着性：可

基準物質
アニリン（301シリーズとしてはアニリン、酢
酸ナトリウム、安息香酸ナトリウム）

例えば、アニリン
アニリン、フタル酸、トリトメット酸、酢酸ナト
リウム、デキストロース、安息香酸ナトリウ

水 脱イオン水、蒸留水 脱イオン水、蒸留水 脱イオン水、蒸留水

ボトル数

試験物質（100 mg/L）＋水：1連
試験物質（100 mg/L）＋植種源無機培地：
3連
基準物質（100 mg/L）＋植種源無機培地：
1連
植種源無機培地：1連

試験物質（100 mg/L）＋水：1連
試験物質（100 mg/L）＋植種源無機培地：
3連
基準物質（100 mg/L）＋植種源無機培地：
1連
植種源無機培地：1連

試験物質（100 mg/L）＋水：1連
試験物質（100 mg/L）＋植種源無機培地：
3連
基準物質（100 mg/L）＋植種源無機培地：
1連
植種源無機培地：1連

試験物質濃度 100mg/L 100mg/L 100mg/L

植種源
10種類の下水処理場汚泥及び環境水（河
川や湖沼など）を混合し、合成下水を栄養
源として1か月培養した活性汚泥

下水処理場、産業廃水処理、河川、湖沼、
海など10か所から、汚泥、土壌、水などの
サンプルを収集し、混合培養

下水処理場、産業廃水処理場、河川、湖
沼、海など10か所以上の場所から汚泥、
土壌、水などのサンプルを収集し、混合培

植種源濃度（mg/SSL） 30 30 30
植種源濃度（生菌数/L） 10

7
-10

8
10

7
-10

8
10

7
-10

8

pH 7が好ましい 7が好ましい 7が好ましい
試験温度（℃） 25±1 25±1 25±1
試験日数 28日 28日 28日

パスレベル
DOC除去率70％
ThOD生成 60％

記載なし
DOC除去率70％
ThOD、ThCO2生成 60％

分解性の指標データ
生物化学的酸素消費量（BOD）、直接分
析、DOC

BOD、直接分析、DOC BOD、直接分析、DOC

・好気的水媒体における化学物質の易生分解性のスクリーニング的な評価（易生分解性か否かを判別）を目的とした試験
・生物化学的酸素消費量（BOD）に基づく生分解度（％）を求める
・他の301と異なり、試験物質や変化物の定量もしくは定性分析が必要
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付属資料4.1-1 分解性試験法概要 ①-3

機関 OECD EU EPA
試験法番号 301C C04F 835.3110
試験法名称 修正MITI試験（I） MITI試験（C.4-F） 修正MITI試験（I）

報告内容

試験物質：物理的性質、物理化学的性
状、同定データ
試験条件：植種源（サンプリング場所、濃
度、前処理など）
手順：下水（産業廃水）の割合と性質、試
験期間、温度、（難溶性試験物質の場合）
試験溶液/懸濁液の調製方法、試験法説
明
結果：表形式データ、阻害現象、非生物的
分解、化学分析データ、中間体の分析
データ、試験物質と参照物質の時間に対
する分解率のグラフ、各タイミングの分解
率
結果の議論

1.試験室
2.試験開始日
3.試験物質
名称、保存溶液濃度、反応混合物容量、
ThOD
4.植種源
 採取場所、順化後の懸濁物質濃度、活性
汚泥量（ml/l）、汚泥濃度
5.酸素摂取量（生物分解性）
6.炭素分析（DOC、DOC除去率）
7.特定化学分析
8.BOD曲線

試験室
試験開始日
試験物質：名称、保存溶液濃度、反応混
合物容量、ThOD
植種源：採取場所、順化後の懸濁物質濃
度、活性汚泥量（ml/l）、汚泥濃度
1. 酸素摂取量（生物分解性）
2. 炭素分析（DOC、DOC除去率）（オプショ
ン）
3. 特定化学分析
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付属資料4.1-1 分解性試験法概要 ①-4

機関 OECD EU EPA
試験法番号 301D C04E 835.3110
試験法名称 クローズドボトル試験 クローズドボトル試験（C.4-E） クローズドボトル試験

試験目的、概要、背景等

適用可能物質
難溶性：一部可（密度による）
揮発性：可
吸着性：可

難溶性：一部可
揮発性：可
吸着性：可

難溶性：一部可
揮発性：可
吸着性：可

基準物質
アニリン、酢酸ナトリウム、安息香酸ナトリ
ウム（301共通）

アニリン、酢酸ナトリウム、安息香酸ナトリ
ウム

アニリン、フタル酸、トリトメット酸、酢酸ナト
リウム、デキストロース、安息香酸ナトリウ
ム

水 脱イオン水、蒸留水 脱イオン水、蒸留水 脱イオン水、蒸留水

ボトル数

試験物質+植種源：少なくとも10
植種源のみ：少なくとも10
基準物質＋植種源：少なくとも10
基準物質＋試験物質＋植種源：6

試験物質+植種源：少なくとも10
植種源のみ：少なくとも10
基準物質＋植種源：少なくとも10
（必要な場合）
基準物質＋試験物質＋植種源：6

試験物質+植種源：少なくとも10
植種源のみ：少なくとも10
基準物質＋植種源：少なくとも10
（必要な場合）
基準物質＋試験物質＋植種源：6

試験物質濃度
2-10mgDOC/L
5-10mgThOD/L

2-10mgDOC/L
5-10mgThOD/L

2-10mgDOC/L
5-10mgThOD/L

植種源
家庭用下水処理プラント、二次排水、地表
水、土壌、これら混合物

家庭用下水処理プラント、二次排水、地表
水、これら混合物

家庭用下水処理プラント、二次排水、地表
水、これら混合物

植種源濃度（ml廃水/L） ≦5 ≦5 ≦5
植種源濃度（生菌数/L） 104-106 104-106 104-106

pH 7.4±0.2 7.4±0.2 7.4±0.2
試験温度（℃） 22±2 22±2 22±2
試験日数 28日 28日 28日

パスレベル
DOC除去率70％
ThOD、ThCO2生成 60％

DOC除去率70％
ThOD、ThCO2生成 60％

DOC除去率70％
ThOD、ThCO2生成 60％

分解性の指標データ 溶存酸素量（DO）測定（BOD）、呼吸測定 DO、呼吸測定法 DO、呼吸測定法

・好気的水媒体における化学物質の易生分解性のスクリーニング的な評価（易生分解性か否かを判別）を目的とした試験
・溶存酸素量（DO）測定によってBODに基づく生分解度（％）を求める
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付属資料4.1-1 分解性試験法概要 ①-4

機関 OECD EU EPA
試験法番号 301D C04E 835.3110
試験法名称 クローズドボトル試験 クローズドボトル試験（C.4-E） クローズドボトル試験

報告内容

試験物質：物理的性質、物理化学的性
状、同定データ
試験条件：植種源（サンプリング場所、濃
度、前処理など）
手順：下水（産業廃水）の割合と性質、試
験期間、温度、（難溶性試験物質の場合）
試験溶液/懸濁液の調製方法、試験法説
明
結果：表形式データ、阻害現象、非生物的
分解、化学分析データ、中間体の分析
データ、試験物質と参照物質の時間に対
する分解率のグラフ、各タイミングの分解
率
結果の議論

1.試験室
2.試験開始日
3.試験物質
名称、保存溶液濃度、初期濃度、ThODま
たはCOD
4.植種源
 採取場所、前処理、反応混合物中の懸濁
物質濃度
5.DO濃度決定
 方法：ウィンクラー/電極、DO濃度
6.硝化分補正
7.DO減衰（分解率％）
8.ブランクDO減衰

試験室
試験開始日
試験物質：名称、保存溶液濃度、初期濃
度、ThODまたはCOD
植種源：採取場所、前処理、反応混合物
中の懸濁物質濃度
1. DO濃度決定
 方法：ウィンクラー/電極、DO濃度
2. 硝化分補正
3. DO減衰（分解率％）
4. ブランクDO減衰
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付属資料4.1-1 分解性試験法概要 ①-5

機関 OECD EU EPA
試験法番号 301E C04B 835.3110
試験法名称 修正OECDスクリーニング試験 修正OECDスクリーニング試験（C.4-B） 修正OECDスクリーニング試験

試験目的、概要、背景等

適用可能物質
難溶性：不可
揮発性：不可
吸着性：一部可（程度による）

難溶性：不可
揮発性：不可
吸着性：一部可

難溶性：不可
揮発性：不可
吸着性：一部可

基準物質
アニリン、酢酸ナトリウム、安息香酸ナトリ
ウム（301共通）

アニリン、酢酸ナトリウム、安息香酸ナトリ
ウム

アニリン、フタル酸、トリトメット酸、策酸ナト
リウム、デキストロース、安息香酸ナトリウ
ム

水 脱イオン水、蒸留水 脱イオン水、蒸留水 脱イオン水、蒸留水

フラスコ数

試験物質+植種源：2連
植種源のみ：2連
基準物質+植種源（手法対照区）：1連
試験物質＋殺菌剤（非生物対照区）：1連
試験物質＋植種源＋殺菌剤（吸着性対照
区）：1連
試験物質＋基準物質＋植種源（毒性対照
区）：1連

試験物質+植種源：2連
植種源のみ：2連
基準物質+植種源：1連
（必要な場合）
試験物質＋殺菌剤：1連
試験物質＋植種源＋殺菌剤：1連
試験物質＋基準物質＋植種源：1連

試験物質+植種源：2連
植種源のみ：2連
基準物質+植種源：1連
試験物質＋殺菌剤：1連（オプション）
試験物質＋植種源＋殺菌剤：1連（オプ
ション）
試験物質＋基準物質＋植種源：1連（オプ
ション）

試験物質濃度 10-40mgDOC/L 10-40mgDOC/L 10-40mgDOC/L

植種源
活性汚泥、下水放流水、表層水、土壌、こ
れらの混合物

活性汚泥、下水放流水、表層水、土壌、こ
れらの混合物

活性汚泥、下水放流水、表層水、土壌、こ
れらの混合物

植種源濃度（ml廃水/L） 0.5 ≦0.5 0.5

植種源濃度（生菌数/L） 105 105 105

pH 7.4±0.2 7.4±0.2 7.4±0.2
試験温度（℃） 22±2 22±2 22±2
試験日数 28日 28日 28日

パスレベル
DOC除去率70％
ThOD、ThCO2生成 60％ 記載なし

DOC除去率70％
ThOD、ThCO2生成 60％

分解性の指標データ DOC DOC DOC

・好気的水媒体における化学物質の易生分解性のスクリーニング的な評価（易生分解性か否かを判別）を目的とした試験
・DOCに基づく生分解度（％）を求める
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付属資料4.1-1 分解性試験法概要 ①-5

機関 OECD EU EPA
試験法番号 301E C04B 835.3110
試験法名称 修正OECDスクリーニング試験 修正OECDスクリーニング試験（C.4-B） 修正OECDスクリーニング試験

報告内容

試験物質：物理的性質、物理化学的性
状、同定データ
試験条件：植種源（サンプリング場所、濃
度、前処理など）
手順：下水（産業廃水）の割合と性質、試
験期間、温度、（難溶性試験物質の場合）
試験溶液/懸濁液の調製方法、試験法説
明
結果：表形式データ、阻害現象、非生物的
分解、化学分析データ、中間体の分析
データ、試験物質と参照物質の時間に対
する分解率のグラフ、各タイミングの分解
率
結果の議論

1.試験室
2.試験開始日
3.試験物質
名称、保存溶液濃度、培地中初期濃度
4.植種源
 採取場所、前処理、反応混合物中の懸濁
物質濃度
5.DOC
6.生データの評価
7.非生物対照（オプション）
8.特定化学分析（オプション）

試験室
試験開始日
試験物質：名称、保存溶液濃度、培地中
初期濃度
植種源：採取場所、前処理、反応混合物
中の懸濁物質濃度
1. DOC
2. 生データの評価
3. 非生物対照（オプション）
4. 特定化学分析（オプション）
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付属資料4.1-1 分解性試験法概要 ①-6

機関 OECD EU EPA
試験法番号 301F C04D 835.3110
試験法名称 マノメトリック呼吸試験 マノメトリック呼吸試験（C.4-D） マノメトリック呼吸試験

試験目的、概要、背景等

適用可能物質
難溶性：可
揮発性：一部可（程度による）
吸着性：可

難溶性：可
揮発性：一部可
吸着性：可

難溶性：可
揮発性：一部可
吸着性：可

基準物質
アニリン、酢酸ナトリウム、安息香酸ナトリ
ウム（301共通）

アニリン、酢酸ナトリウム、安息香酸ナトリ
ウム

アニリン、フタル酸、トリトメット酸、酢酸ナト
リウム、デキストロース、安息香酸ナトリウ
ム

水 脱イオン水、蒸留水 脱イオン水、蒸留水 脱イオン水、蒸留水

フラスコ数

試験物質+植種源：2連
植種源のみ：2連
基準物質+植種源（手法対照区）：1連
試験物質＋殺菌剤（非生物対照区）：1連
試験物質＋基準物質＋植種源（毒性対照
区）：1連

試験物質+植種源：2連
植種源のみ：2連
基準物質+植種源：1連
（必要な場合）
試験物質＋殺菌剤：1連
試験物質＋基準物質＋植種源：1連

試験物質+植種源：2連
植種源のみ：2連
基準物質+植種源：1連
試験物質＋殺菌剤：1連
試験物質＋基準物質＋植種源：1連

試験物質濃度
100mg/L
50-100mgThOD/L

100mgDOC/L
50-100mgThOD/L

100mgDOC/L
50-100mgThOD/L

植種源
活性汚泥、下水放流水、表層水、土壌、こ
れらの混合物

活性汚泥、下水放流水、表層水、土壌、こ
れらの混合物

活性汚泥、下水放流水、表層水、土壌、こ
れらの混合物

植種源濃度（mg/SSL） ≦30 ≦30 ≦30
植種源濃度（ml廃水/L） ≦100 ≦100 ≦100
植種源濃度（生菌数/L） 107-108 107-108 107-108

pH 7.4±0.2 7.4±0.2 7.4±0.2
試験温度（℃） 22±2 22±2 22±2
試験日数 28日 28日 28日

パスレベル
DOC除去率70％
ThOD、ThCO2生成 60％

DOC除去率70％
ThOD、ThCO2生成 60％

DOC除去率70％
ThOD、ThCO2生成 60％

分解性の指標データ BOD、直接分析、DOC除去 BOD、直接分析、DOC除去 BOD、直接分析、DOC除去

・好気的水媒体における化学物質の易生分解性のスクリーニング的な評価（易生分解性か否かを判別）を目的とした試験
・BODに基づく生分解度（％）を求める
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付属資料4.1-1 分解性試験法概要 ①-6

機関 OECD EU EPA
試験法番号 301F C04D 835.3110
試験法名称 マノメトリック呼吸試験 マノメトリック呼吸試験（C.4-D） マノメトリック呼吸試験

報告内容

試験物質：物理的性質、物理化学的性
状、同定データ
試験条件：植種源（サンプリング場所、濃
度、前処理など）
手順：下水（産業廃水）の割合と性質、試
験期間、温度、（難溶性試験物質の場合）
試験溶液/懸濁液の調製方法、試験法説
明
結果：表形式データ、阻害現象、非生物的
分解、化学分析データ、中間体の分析
データ、試験物質と参照物質の時間に対
する分解率のグラフ、各タイミングの分解
率
結果の議論

1.試験室
2.試験開始日
3.試験物質
名称、保存溶液濃度、培地中初期濃度、
試験容量、ThODまたはCOD
4.植種源
 採取場所、前処理、反応混合物中の懸濁
物質濃度
5.酸素摂取量：生物分解性
6.硝化分の補正
7.炭素分析（オプション）（炭素濃度、DOC
除去率）
8.特定化学分析（オプション）
9.生物分解（オプション）

試験室
試験開始日
試験物質：名称、保存溶液濃度、培地中
初期濃度、試験容量、ThODまたはCOD
植種源：採取場所、前処理、反応混合物
中の懸濁物質濃度
1. 酸素摂取量：生物分解性
2. 硝化分の補正
3. 炭素分析（オプション）（炭素濃度、DOC
除去率）
4. 特定化学分析（オプション）
5. 生物分解（オプション）
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付属資料4.1-1 分解性試験法概要 ①-7

機関 OECD EPA
試験法番号 310 835.3140
試験法名称 迅速分解率・密閉容器中のCO2（ヘッドスペース） 易分解性―密閉容器中のCO2（ヘッドスペース試験）

試験目的、概要、背景等
・好気的水媒体における化学物質の易生分解性のスクリーニン
グ的な評価（易生分解性か否かを判別）を目的とした試験
・二酸化炭素発生量に基づく生分解度（％）を求める

・好気的水媒体における化学物質の易生分解性のスクリーニン
グ的な評価（易生分解性か否かを判別）を目的とした試験
・二酸化炭素発生量に基づく生分解度（％）を求める

適用範囲

・適用可能物質：難水溶性物質、低揮発性物質、吸着性を有す
る物質
・難水溶性の試験物質で分散性が良いもの
・ヘッドスペースと液量の割合が1：2

・揮発性物質：ヘンリー定数50Pam3/moｌまで

・難水溶性：可
・ヘッドスペースと液体の割合1：2

・揮発性物質はヘンリー定数50Pam3/molまで

基準物質
水溶性試験物質の場合；
アニリン、香酸ナトリウムまたはエチレングリコール
微溶性の場合；1-オクタノール

水溶性試験物質の場合；
アニリン、安息香酸ナトリウムまたはエチレングリコール
微溶性の場合；1-オクタノール

水 蒸留水または脱イオン水 蒸留水または脱イオン水
試験物質濃度 10～20mgC/L 10～20mgC/L

植種源

活性汚泥、下水放流水、表層水及び土壌、あるいはこれらの混
合物。
活性汚泥の場合最終溶液中に4mg/Lの浮遊固形分（SS)。
試験物質により導入された有機炭素の10％以下の炭素量とす
る。
1Lの試験溶液に対し植種は1-10mlとする。

活性汚泥、下水放流水、表層水及び土壌、あるいはこれらの混
合物。
最終溶液で102～105コロニー/L。
活性汚泥の場合最終溶液中に4mg/Lの浮遊固形分（SS)。
試験物質により導入された有機炭素の10％以下の炭素量とす
る。
1Lの試験溶液に対し植種は1-10mlとする。

活性汚泥ほか

活性汚泥を使用する場合、主に家庭下水処理施設から採取す
る。
土壌の場合は表面から20㎝ほどの土壌を採取し、2mmのふる
いでふるう。

活性汚泥を使用する場合、主に家庭下水処理施設から採取す
る。
土壌の場合は表面から、20㎝ほどの土壌を採取し、2mmのふる
いでふるう。

試験溶液の準備 植種培養液の一定分量をヘッドスペースと液体の割合1：2。 植種培養液の一定分量をヘッドスペースと液体の割合1:2。
振とう条件 150～200rpm 150～200rpm
反応環境 暗所 暗所
試験期間 28日 28日
試験温度（℃） 20±1 20±1
分解性の指標データ 無機炭素量を測ることでCO２発生量を定量する。 無機炭素量を測ることで、CO2発生量を定量する。
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付属資料4.1-1 分解性試験法概要 ①-7

機関 OECD EPA
試験法番号 310 835.3140
試験法名称 迅速分解率・密閉容器中のCO2（ヘッドスペース） 易分解性―密閉容器中のCO2（ヘッドスペース試験）

報告内容

試験物質：名称、CAS番号、構造式、物理化学的特性、純度（不
純物）
試験条件：試験系の説明（例：容器の容積、ヘッドスペースと液
体の比率、攪拌方法など）、試験物質および参照物質の試験系
への適用、溶媒の使用、植種源の詳細、前処理、インキュベー
ション温度、IC分析器等、複製数
結果：生データ、生分解性計算値（表形式）、分解率のグラフ、プ
ラトー時、テスト終了時、10日間ウィンドウ後の除去率、考察、結
果の議論

試験物質：名称、CAS番号、構造式、物理化学的特性、純度（不
純物）
試験条件：試験系の説明（例：容器の容積、ヘッドスペースと液
体の比率、攪拌方法など）、試験物質および参照物質の試験系
への適用、溶媒の使用、植種源の詳細、前処理、インキュベー
ション温度、IC分析器等、複製数
結果：生データ、生分解性計算値（表形式）、分解率のグラフ、プ
ラトー時、テスト終了時、10日間ウィンドウ後の除去率、考察、結
果の議論
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付属資料4.1-1 分解性試験法概要 ①-8

機関 OECD EU EPA EPA
試験法番号 302A C12 835.3210 835.5045

試験法名称 修正SCAS試験 修正SCAS試験 修正SCAS試験
不溶性及び揮発性化学物質のための
修正SCAS試験

試験目的、概要、背景等

・アルキルベンゼンスルホン酸の一次
生分解を評価する目的で開発されて
おり、通常の下水処理場での化学物
質の環境運命の決定に用いられる。
・修正SCAS試験（835.3210）を難溶
性、揮発性物質に適用させる手順が
記載されている。
・処理場汚泥に試験物質と家庭排水
を加え23時間エアレーションする。そ
の後、不溶物を沈降させて、上澄液を
除去し、再び試験物質と排水を加え
る。これを繰り返す。

適用範囲

・アルキルベンゼンスルホン酸塩
の生分解性予測
・不揮発性で水に可溶（有機炭素
量として20mg/L以上）
・蒸気圧が無視できる程度である
・微生物に阻害性が無い
・ガラス表面に著しく吸着しない
・発泡による損失が無い。

水溶性（最低有機炭素量として
20mg/L）、蒸気圧が低いこと。微
生物を阻害効果しない、吸着しな
い、
発泡による損失がないこと。

本来、アルキルベンゼンスルホン酸
塩の生分解性予測に開発された方
法。
不揮発性、水溶性（最低有機炭素
量として20mg/L)、蒸気圧が低いこ
と。微生物を阻害効果しない、吸着
しない、発泡による損失が無いこ
と。

水溶性：可、難水溶性：可、揮発性：
可、微生物阻害性：不可

活性汚泥
家庭用排水処理の処理場から採
取。
試験容量150mLの曝気槽に入れ

活性汚泥処理施設から採取、1～
4g懸濁物/Lに調整する。
約150mLを曝気槽に入れる。

家庭用排水処理の処理場から採
取。
150mLを曝気槽に入れる。

下水処理場活性汚泥 （試験物質で
順化させる）

廃水 家庭廃水 家庭廃水 家庭廃水 家庭排水

試験物質原液 400mg/L（有機炭素濃度） 400mg/L（有機炭素として） 400mg/L（有機炭素として）

400 mg/L（有機炭素濃度）
※難水溶性の場合は、超音波照射な
ので分散させるか、試験装置に直接
添加する。

試験物質濃度 開始時：20mg/L（有機炭素濃度） 20mg/L（有機炭素として） 20mg/L（有機炭素として） 20 mg/L（有機炭素濃度、試験開始
実質期間 36時間 36時間 36時間 36時間
曝気 23時間後、45分汚泥を沈降させる 23時間、45分汚泥を沈降させる 23時間後、45分汚泥を沈降させる 23時間/1サイクル

・アルキルベンゼンスルホネートの生分解性評価を目的とした試験
・試験材料（水溶性）の有機炭素含有量の特定
・生分解性のポテンシャルを示す設計
・下水処理場活性汚泥に試験化合物と家庭用下水を添加して曝気
・生分解は上澄み液の溶存有機炭素含有量測定で特定
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付属資料4.1-1 分解性試験法概要 ①-8

機関 OECD EU EPA EPA
試験法番号 302A C12 835.3210 835.5045

試験法名称 修正SCAS試験 修正SCAS試験 修正SCAS試験
不溶性及び揮発性化学物質のための
修正SCAS試験

試料

曝気ユニットに混合液サンプル注
入→曝気→汚泥沈降→上澄み液
抜き取り→残った汚泥に家庭用下
水サンプル添加、曝気。この充填
サイクルを最大2週間繰り返す。
曝気期間終了後、個々の沈降汚
泥を混合して得られた混合汚泥に
家庭用下水添加→曝気→沈殿沈
降→上澄み抜き取り→溶存有機
炭素含有量を分析。このサイクル
を毎日繰り返す。

曝気後、静置した上澄み100mL。
残った汚泥に静置家庭廃水を同
量補給し、試験を繰り返す。

曝気後、静置した上澄み100mL。
残った汚泥に静置家庭廃水を同量
補給し、試験を繰り返す。

汚泥沈降物、廃液（上澄み）及び不溶
物、オフガス（揮発性物質に限る）

試料の分析 溶存有機炭素 溶存有機炭素 溶存有機炭素

溶存有機炭素（試験物質の機器分析
or 14Cラベル分析 ）
分解生成物（変化物）の定性・定量分
析推奨

試験期間
2週間。分解性の低い物質は12週
程度かかる。

2週間。分解性の低い物質は12、
26週を超えない。

2週間。分解性の低い物質は12週
程度かかる。

生分解しない場合：少なくとも12週間
※順化：上澄液が透明（DOCが12
mg/L未満）になるまで（最長で二週
間）

試験温度（℃） 遠心分離は40℃以下
試験；20-25
遠心分離；40℃以下

遠心分離は40℃以下 －（835.3210参照）

パスレベル
分解度20％超：本質的生分解性
分解度70％超：完全生分解

記載なし
DOCが20％以上除去されたら生分
解性あり、70％以上で完全に生分
解とみなす。

－（835.3210参照）

分解性の指標データ DOC DOC DOC DOC、試験物質濃度

報告内容
・DOC除去曲線
・分解度計算

下水種類、試験物質、参照物質、
ブランクの実験結果、温度、除去
曲線、活性汚泥および下水採取
の詳細

DOCの測定結果を時間に対してプ
ロットする。

－（835.3210参照）
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付属資料4.1-1 分解性試験法概要 ①-9

機関 OECD EU EPA
試験法番号 302B C09 835.3200
試験法名称 ZAHN-WELLENS/EMPA試験 ZAHN-WELLENS/EMPA試験 ZAHN-WELLENS/EMPA試験

試験目的、概要、背景等

適用範囲

・不揮発性
・水溶性（少なくとも50 mg DOC/L）
・微生物阻害がない
・著しい吸着がない
・発泡しない

水溶性、わずかに蒸気圧を持ち、微生物
を阻害しない、吸着性がない、発泡による
損失が無いこと。

不揮発性で、少なくとも50mgDOC/L水に
溶解する。
吸着が無く、発泡による損失がない、
微生物を阻害しない。

基準物質

・エチレングリコール、ジエチレングリコー
ル、ラウリルスルホネート、アニリン（推奨）
・これらのDOCまたはCODは、14日以内に
少なくとも70％

推奨できるものはない。
エチレングリコール、ジエチレングリコー
ル、ラウルリ硫酸塩、アニリン（推奨）。

水 脱イオン水、蒸留水 水道水
イオン交換水または蒸留水（阻害性濃度
の毒性物質を含まない）

植種源

・下水処理場活性汚泥（BOD5 < 25mg/L）
・その他の処理プラント、土壌、河川水等
を混合処理
・植種源濃度：0.2-1.0 g 乾燥重量/L

下水処理場から活性汚泥を採取。異なる
微生物源を混合することが望ましい。

下水処理場（放流水BOD<25mg/L）のから
活性汚泥を採取

試験物質濃度
活性汚泥阻害が生じない濃度（50 and 400
mg DOC/l）

50-400mgDOC/L
50-400mgDOC/L。汚泥と試験物質（DOC
として）の比が2.5：1～4：1となるようにす
る。

試験容器

適切な数
例）
①試験物質＋植種源：1又は2
②植種源ブランク：1又は2
③基準物質＋植種源：1つ

記載なし
試験物質溶液、汚泥+培地のみ（ブランク）
各々1～2、操作コントロール1

試験温度（℃） 20-25 20-25 20-25

・好気的水媒体における化学物質の本質的生分解性の評価を目的とした試験
・DOC（or COD）に基づく生分解度（％）を求める
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付属資料4.1-1 分解性試験法概要 ①-9

機関 OECD EU EPA
試験法番号 302B C09 835.3200
試験法名称 ZAHN-WELLENS/EMPA試験 ZAHN-WELLENS/EMPA試験 ZAHN-WELLENS/EMPA試験

反応環境 暗所または散乱光
暗所または散乱光。溶存酸素が2mg/L以
下にならないように攪拌。

暗所または散乱光。溶存酸素が2mg/L以
下にならないように攪拌。

pH 6.5～8.0 7～8 6.5～8.0
試験期間 28日（25日間は実行） 28日 28日

サンプリング

・試験物質添加後3時間+ 30分（活性汚泥
による試験物質の吸着を推定）
・1日目から27日目の間に少なくとも4回
・27日目と28日目、または28日以内にプラ
トーに達した場合は試験最終の2日間
・サンプル量は分析器に依存

記載なし

試験開始3時間後に最初の試料を採取
（吸着性がないか確認するため）。
1～27日目の間に少なくとも4点。
27-28日目。その前に平衡に達したら最後
の2日。

分析 溶存有機炭素濃度 溶存有機炭素濃度 溶存有機炭素濃度

分解性の指標データ DOC DOC DOC

報告内容

試験物質：物理的性質、物理化学的性
状、同定情報
活性汚泥：由来、濃度、適応状態
試験条件：分析方法、手順、使用物質
結果：

・生分解曲線
・毒性評価
・生分解の程度
・試験開始後3時間での最初のサンプル

のDOC（またはCOD）と、「活性汚泥に吸着
された」として添加された試験物質量から
の計算値との有意差

・適応段階（日）、生分解段階（日）、およ
び生分解エンドポイント到達日（生分解曲
線から特定）
結果の議論

下水種類、試験物質、参照物質、ブランク
の実験結果、温度、除去曲線、活性汚泥
および下水採取の詳細

試験物質：物性情報、同定データ
植種源：濃度、順化
試験条件：分析方法、手順
結果：分解度曲線、毒性評価、生分解の
程度、DOCの有意差、適応段階、分解段
階
結果の議論

DOCの測定結果を時間に対してプロットす
る。
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付属資料4.1-1 分解性試験法概要 ①-10

機関 OECD
試験法番号 302
試験名称 本質的生分解性試験：修正MITI法（II）

試験の目的
・好気的水媒体における（301Ｃで低い生分解性が示された）化学物質の本質的生分解性の評価を目的とした試験
・BODに基づく生分解度（％）を求める
・試験物質や変化物の定量もしくは定性分析が必要

適用可能物質
難水溶性：可
揮発性：一部可（程度による）
吸着性：可

基準物質（参照物質） アニリン、酢酸ナトリウム、安息香酸ナトリウム ※主にアニリン

水
有機炭素（試験物質の10%以上)が含まれない水
※通常、精製水を使用

試験容器連数

植種源＋試験物質：3連
植種源のみ：1連
植種源＋基準物質：1連
水＋試験物質：1連

植種源（サンプリング場所、頻度）
河川、湖沼、海及び下水処理場から採取した10種類の試料（種汚泥）を混合し、この混合液をグルコース及びペプト
ンを主な栄養源として1か月間培養して調製した活性汚泥（培養1ヶ月間、使用期間2ヶ月間、調製頻度4回/年）

植種源濃度 100 mg/L（懸濁物質濃度） ※植種源＋基準物質のみ30 mg/L
試験物質濃度 30 mg/L   ※植種源＋基準物質の100 mg/L
試験温度 25±2℃
試験pH範囲 pH 7
試験期間 14～28日間
試験結果 BOD分解度、溶存有機炭素（DOC)分解度（物質の場合）、試験物質分解度

分析手段
BOD測定、DOC測定（水溶性物質の場合）、HPLCやGC等による試験物質の定量分析
※必要に応じて変化物の分析

データ報告（データ処理）
酸素消費による分解度計算法

(BOD-B)/TOD×100（%）
BOD：植種源＋試験物質の酸素消費量（実測値、mg）
B：植種源のみの酸素消費量（実測値、mg）
TOD：試験物質が完全に酸化（無機化）された場合の理論的酸素要求量（理論値、mg）
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付属資料4.1-1 分解性試験法概要 ①-10

機関 OECD
試験法番号 302
試験名称 本質的生分解性試験：修正MITI法（II）

データ報告（データ処理）
直接分析による分解度計算法

(Sb-Sa)/Sb×100（%）
Sa：植種源＋試験物質の試験終了時の試験物質残留量（実測値、mg）＊
Sb：水＋試験物質の試験終了時の試験物質残留量（実測値、mg）＊
＊水溶性物質の場合はDOCについて同様の計算を行う

試験報告書内容

試験物質：名称、CAS番号、構造式、物理化学的特性、純度（不純物）、同定情報
試験条件：植種源由来等、試験物質濃度、試験期間、試験温度
分析処理：前処理、分析器条件、分析回収率、中間体同定
結果：BOD分解度曲線、BODによる分解度、直接分析による分解度、クロマト等データ

結果の解釈
基準物質（アニリン）のBOD分解度が試験開始7日後に40%、14日後に65%を超えた場合、試験成立。301CよりもBOD
値が低いため、BODを用いた評価には注意が必要。
※ガイドライン中に明確なパスレベル（＊%以上なら本質的生分解性あり）の記載なし

20/79



付属資料4.1-1 分解性試験法概要 ①-11

機関 EPA
試験法番号 835.3215
試験法名称 本質的生分解（Concawe)試験

試験目的、概要、背景等
・好気的水媒体における化学物質の本質的生分解性の評価を目的とした試験
・二酸化炭素発生量に基づく生分解度（％）を求める
・順化した微生物源を使用する

適用範囲 ・適用可能物質：難水溶性物質、揮発性物質、低揮発性物質、吸着性を有する物質

基準物質
不溶解性物質を測定する場合；n-ヘキサデカンまたはエルカ酸含量が2％以下の菜種油
可溶性物質を測定する場合；安息香酸ナトリウム

水 蒸留水または脱イオン水
試験物質濃度 記載なし
植種源 記載なし

活性汚泥ほか
活性汚泥を使用する場合、主に家庭下水処理施設から採取する。
土壌の場合は表面から、20㎝ほどの土壌を採取し、2mmのふるいでふるう。

試験溶液の準備 植種培養液の一定分量をヘッドスペースと液体の割合1:2。
振とう条件 150～200rpm
反応環境 暗所または散乱光下
試験期間 生分解が一定になるまで
試験温度（℃） 20±1
分解性の指標データ 無機炭素量を測ることで、CO2発生量を定量する。

報告内容

試験物質：名称、CAS番号、構造式および関連する物理化学的特性、試験物質の純度（不純物）
試験条件：使用した試験系の説明（例：容積、ヘッドスペースと液体の比率、攪拌方法など）、試験物質および参照物質の試験系へ
の適用、試験濃度および各試験ボトルに投入した炭素の量、溶媒、植種源詳細、順化/前処理、インキュベーション温度、分析の原
則の検証、使用されるICアナライザー（および使用されるその他の分析方法）の主な特性、複製数
結果：生データと表形式の生分解性の計算値/分解曲線、手順に関連するその他の事実、結果の議論
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付属資料4.1-1 分解性試験法概要 ②-1

機関 EU
試験法番号 C05
試験法名称 分解 - 生物化学的酸素要求量

試験目的、概要、背景等

・固体/液体の有機物質の生物化学的酸素要求量（BOD）の測定
・BODは、所定の条件下での生物化学的酸化のプロセスに対して必要な溶存酸素の質量のこと。（試験物質1g当たりで表記）
・あくまで、スクリーニングレベルの試験である。
・主に水溶性化合物が対象。ただし、揮発性化合物、難水溶性化合物も試験可。
・微生物毒性が出ない試験濃度を設定する。

適用範囲
・水溶性化合物
・揮発性化合物、難水溶性化合物も試験可

基準物質 適切な物質を使用すること。

試験方法

・十分に通気された適切な培地に溶解（分散）された物質に微生物を接種し、暗所/一定温度でインキュベート
・BODは、試験の開始時と終了時の溶存酸素含有量の差によって決定される。
・試験期間は5日以上28日以下
・試験物質を含まない対照区を設定

報告内容

・試験実施方法
・少なくとも3つの有効な測定値の平均として算出されたBOD
・不純物、物理的状態、毒性影響、結果に影響を与える物質の固有の組成等（結果の解釈に関連するすべての情報）
・生物学的硝化を抑制する添加剤の使用
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付属資料4.1-1 分解性試験法概要 ②-2

機関 EU
試験法番号 C06
試験法名称 分解 - 化学的酸素要求量

試験目的、概要、背景等

・固体/液体の有機物質の化学的酸素要求量（COD）の測定
・CODは、物質の酸化性の尺度であり、ある実験室条件下で消費される酸化物質の酸素当量として表される。（試験物質1g当たりで
表記）
・一部の環状化合物と多くの揮発性物質（例；低級脂肪酸）は、完全に酸化されない。

基準物質 すべての場合に基準物質を使用する必要はない。新しい方法等で比較が必要な場合には設定する。

試験方法
・水に溶解（分散）した物質を、硫酸銀を触媒とする強硫酸媒体中、重クロム酸カリウムによって、2時間還流下で酸化する。
・残留した重クロム酸塩を、標準化された硫酸第一鉄アンモニウムでの滴定する。
・塩素含有物質の場合、塩化第二鉄を添加して塩化物の干渉を減らす。

報告内容

・試験実施方法
・少なくとも3つの有効な測定値の平均として算出されたCOD
・不純物、物理的状態、結果に影響を与える物質の固有の組成等（結果の解釈に関連するすべての情報）
・硫酸水銀を塩化物の干渉を最小限に抑えるために使用した場合
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付属資料4.1-1 分解性試験法概要 ③

機関 OECD EPA
試験法番号 314A 835.3280 314A

試験法名称
廃水に放出される化学物質の生分解性評価のためのシミュ
レーション試験
（下水系での生分解）

廃水に放出される化学物質の初期及び完全生分解性シミュ
レーション試験
314A；下水系での生分解性試験

試験目的、概要、背景等

適用可能物質
難溶性：可
揮発性：可

難溶性：可
揮発性：可

試験系のDO ＜ 1mg/Lで行うが、酸欠（＜0.2mg/L）を避けて維持する。 ＜1mg/Lで行うが、酸欠（＜0.2mg/L）を避けて維持する。
試験物質濃度 環境中と同程度とする。 環境中と同程度とする。
廃水の条件 1～2L使用する。DO濃度を0.2～1.0mg/Lに制御して培養。 1～2L使用する。DO濃度を0.2～1.0mg/Lに制御して培養。

廃水の選択

試験目的により選択。地域限定であれば該当地域から調達。
一般に家庭廃水。
ヨーロッパのデフォルト；
SS 450mg/L
BOD 270mg/L
北米のデフォルト；
SS 110-350mg/L
BOD 110-400mg/L

試験の目的により選択。地域限定であれば該当地域から調
達。一般に家庭廃水。
ヨーロッパのデフォルト；
SS 450mg/L
BOD 270mg/L
北米のデフォルト；
SS 110-350mg/L
BOD 110-400mg/L

試験容器数 （最小限）非生物条件1、生物条件1 （最小限）非生物条件1、生物条件1
試験温度（℃） 20-25 20-25
反応環境 暗所（推奨）または散乱光 暗所（推奨）または散乱光
試験期間 生物解の程度と速度を測定するに十分な期間 生分解の程度と速度を測定するのに十分な期間

サンプリング
15，30，60分後、2，5，8，12，24h後、2，3，4日後。ゼロ時も含
め、最低6点。

15，30，60分後、2，5，8，12，24h後、2，3，4日後。ゼロ時も含
め、最低6点。

無機化の測定 14
CO2の直接法または間接法による。

１４
CO2の直接法または間接法による。

親物質及び分解生成物の測定 抽出後、クロマトグラフなどの適切な分析法で同定、定量 抽出後、クロマトグラフなどの適切な分析法で同定、定量

分解性の指標データ CO2（発生、溶存） CO２（発生、溶存）

・下水道システムにおける化学物質の1次生分解及び究極生分解の程度及び速度を求めるシミュレーション試験
・主に放射性同位元素（ＲＩ）で標識した化合物を用い、二酸化炭素発生量測定による無機化の評価を行う
・必要に応じて親物質及び変化物の分析も実施する
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付属資料4.1-1 分解性試験法概要 ③

機関 OECD EPA
試験法番号 314A 835.3280 314A

試験法名称
廃水に放出される化学物質の生分解性評価のためのシミュ
レーション試験
（下水系での生分解）

廃水に放出される化学物質の初期及び完全生分解性シミュ
レーション試験
314A；下水系での生分解性試験

報告内容

（314共通）
試験物質（材料）：名称、CAS番号、構造式、物理化学的特性、
分解生成物の同定指標物質情報（化学名、CAS番号、構造
式、物理化学的特性）、純度、不純物、放射性標識化合物純
度・比活性、分子内標識原子位置
環境サンプル：環境サンプルの地理的位置、既存の暴露情報
等環境サンプルのソース、環境濃度推定ロジック、収集時間、
日付、フィールド条件、環境条件（温度、pH等）、その他（BOD、
COD、TOC、DOC等）、サンプル保管条件、前処理
実験条件：試験実施日、試験物質量、濃度、適用方法、照明、
通気条件、温度等のインキュベーション条件、放射化学測定
技術/方法、複製数
結果：検出限界（LOD）、定量限界（LOQ）を含む分析方法の精
度と感度、放射能分析・回収率等、平均マスバランス、生分解
率推定モデル、モデルの相関係数（R2）他、関連パラメーター、
（追加で）主要な分解生成物の特性評価または同定、提案分
解経路
結果の議論

時間に対する生分解のプロット、試験系、試験物質、排水、実
験条件の詳細
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付属資料4.1-1 分解性試験法概要 ④-1

機関 OECD EU EPA
試験法番号 303A C10A 835.3240、835.3220

試験法名称
好気性下水処理シミュレーション試験
(A) 活性汚泥ユニット

好気性下水処理シミュレーション試験
(A) 活性汚泥ユニット

[3240] 好気性下水処理シミュレーション試
験
(A) 活性汚泥ユニット
[3220] PorousPot試験

試験目的、概要、背景等

・界面活性作用により泡立ちのある物質
の廃水処理について実物大プラント又は
機械的操作ができる類似のもの
（Husmannユニット、Porous Potユニット）を
用いて実施するシミュレーション試験
・一次生分解で特定の物質の80%が除去さ
れていることが必要（80%に達しなかった場
合、低濃度確認試験で90%の除去が必要）

・OECD TG303Aに相当
・界面活性作用により泡立ちのある物質
の廃水処理について実物大プラント、機械
的操作ができるユニット等を用いて実施す
るシミュレーション試験

・界面活性作用により泡立ちのある物質の
廃水処理について下水処理場の好気的反
応槽における化学物質の生分解及び除去
の程度（1次分解率及び究極生分解率）の
評価を目的に実物大プラント又は機械的
操作ができる類似のもの（Husmannユニッ
ト、Porous Potユニット）を用いて実施する
シミュレーション試験
・活性汚泥中で化学物質が分解される程
度を評価し、試験条件下で一次および最
終の生分解速度を提供

適用範囲
易生分解のスクリーニングテストを通過せ
ず、固有の（inherent）生分解性を通過した
化学物質

水溶性、蒸気圧を無視できる、微生物を阻
害しない。

記載なし

試験物質濃度
原液 1～5g/L
10～20（最大50）mgDOC/L

試験物質の原液（例、1％）
10～20mgDOC/L

10～20mgDOC/L

基準物質
アジピン酸、2－フェニルフェノール、1－ナ
フトール、ジフェニル酸、1－ナフチル酸

基準物質はあった方が良いが、推奨は無
い。

アジピン酸、2－フェニルフェノール、1－ナ
フトール、ジフェニル酸、1－ナフチル酸

水
水道水 （DOC ＜3mg/L未満）
蒸留水 （DOC ＜2mg/L未満

記載なし
[3240] 水道水 （DOC ＜3mg/L未満）
            蒸留水 （DOC ＜2mg/L未満）
［3220］記載なし

試験装置・器具 Husmannユニット、PorousPot Husmannユニット、PorousPot Husmannユニット、PorousPot

活性汚泥 家庭用排水処理施設から採取
主に家庭廃水を処理する処理場から採取
する。

家庭廃水処理施設から採取
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付属資料4.1-1 分解性試験法概要 ④-1

機関 OECD EU EPA
試験法番号 303A C10A 835.3240、835.3220

試験法名称
好気性下水処理シミュレーション試験
(A) 活性汚泥ユニット

好気性下水処理シミュレーション試験
(A) 活性汚泥ユニット

[3240] 好気性下水処理シミュレーション試
験
(A) 活性汚泥ユニット
[3220] PorousPot試験

植種
・浮遊個体分は乾燥重量で2.5g/L程度と
する。
・溶存酸素を2mg/L以上に保つ。

主に家庭廃水を処理している処理場の二
次放流水、混合植種源、表層水の植種源
を同量混合し、よく混ぜ合わせ、最低3mL
を植種源として使用する。

［3240］浮遊固形分は乾燥重量で2.5g/L程
度とする。溶存酸素を2mg/L以上に保つ。
［3220］1.5～3.0g/L、溶存酸素を2mg/L以
上に保つ。

非生物分解 記載なし 記載なし 記載なし

試験容器 試験物質区、対照区 試験物質区、対照区
［3240］試験物質区、対照区
［3220］記載なし

有機媒体
合成下水、家庭下水、これらの混合物の
いずれか。

合成下水、家庭廃水
合成下水、実際の下水、これらの混合物
のいずれか

pH
試験物質溶液；7±0.5
試験系；7.5±0.5

記載なし 7.5±0.5

試験温度（℃） 20～25 18-25
［3240］20～25
［3220］作業温度±2

試験期間 1～6週間、その後3週間
3週間間隔。分解率が一定になってから3
週間まで。

［3240］1～6週間、その後3週間
［3220］少なくとも21日間

反応環境 記載なし 記載なし 記載なし
サンプリング ３回/週を推奨 ３回/週を推奨 記載なし
分析 DOCまたはCOD DOC、TOC、COD DOC

分解性の指標データ 溶存酸素量、または化学的酸素要求量 溶存酸素量、または化学的酸素要求量 溶存酸素量、または化学的酸素要求量
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付属資料4.1-1 分解性試験法概要 ④-1

機関 OECD EU EPA
試験法番号 303A C10A 835.3240、835.3220

試験法名称
好気性下水処理シミュレーション試験
(A) 活性汚泥ユニット

好気性下水処理シミュレーション試験
(A) 活性汚泥ユニット

[3240] 好気性下水処理シミュレーション試
験
(A) 活性汚泥ユニット
[3220] PorousPot試験

報告内容

試験物質：同定データ、物理化学的特性
試験条件：試験システム、有機培地の種
類、下水中の産業廃水の割合と性質、植
種源、サンプリング場所、濃度、前処理
法、試験物質原液（DOC、TOC）、使用した
試験濃度、添加日、平均汚泥使用期間、
平均保持期間、汚泥損失を減らす方法な
ど、分析法、試験温度、汚泥品質、汚泥容
量インデックス（SVI）、混合液懸濁物質
（MLSS）、SOP（標準手順書）からの逸脱、
結果に影響を与える可能性のある状況
試験結果：すべての測定データ（DOC、
COD、特定分析、pH、温度、酸素濃度、懸
濁物質、該当する場合は窒素化合物）、Dt
（またはDtc）、DB、DStのすべての計算
値、分解度曲線、ラグフェイズ、プラトー段
階、試験期間、制御ユニット内の試験物質
と有機媒体の除去の程度に関する情報、
統計情報、生分解性と有効性の記述
結果考察

操作条件、器具、植種源の詳細、DOC除
去率の時間プロット、

［3240］純度、水溶解度、揮発性、吸着性
理論上の酸素要求量（ThOD）、溶解性有
機物（DOC)、化学的酸素要求量（COD)、
微生物への毒性
［3220］試験条件の詳細、試験物質・試験
溶液の詳細、測定装置など
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付属資料4.1-1 分解性試験法概要 ④-2

機関 OECD EU EPA
試験法番号 303B C10B 835.3260

試験法名称
好気性下水処理シミュレーション試験
(B) バイオフィルム

好気性下水処理シミュレーション試験
(B) バイオフィルム

好気性下水処理シミュレーション試験
(B) バイオフィルム

試験目的、概要、背景等

・界面活性作用により泡立ちのある物質
の廃水処理についてバイオフィルムを用
いて実施するシミュレーション試験
・一次生分解で特定の物質の80%が除去さ
れていることが必要（80%に達しなかった場
合、低濃度確認試験で90%の除去が必要）

・OECD TG303Bに相当
・界面活性作用により泡立ちのある物質
の廃水処理についてバイオフィルムを用
いて実施するシミュレーション試験

・界面活性作用により泡立ちのある物質の
廃水処理についてバイオフィルムを用いて
実施するシミュレーション試験
・活性汚泥中で化学物質が分解される程
度を評価し、試験条件下で一次および最
終の生分解速度を提供

適用範囲
易生分解のスクリーニングテストを通過せ
ず、固有の（inherent）生分解性を通過した
化学物質

水溶性、蒸気圧を無視できる、微生物を阻
害しない。

記載なし

試験物質濃度 原液 1～5g/L
試験物質の原液（例、1％）
10～20mgDOC/L

10～20mgDOC/L

基準物質
アジピン酸、2－フェニルフェノール、1－ナ
フトール、ジフェニル酸、1－ナフチル酸

基準物質はあった方が良いが、推奨は無
い。

アジピン酸、2－フェニルフェノール、1－ナ
フトール、ジフェニル酸、1－ナフチル酸

水
水道水 （DOC ＜3mg/L未満）
蒸留水 （DOC ＜2mg/L未満

記載なし
水道水 （DOC ＜3mg/L未満）
蒸留水 （DOC ＜2mg/L未満）

試験装置・器具 バイオフィルム バイオフィルム バイオフィルム

活性汚泥 家庭用排水処理施設から採取
主に家庭廃水を処理する処理場から採取
する。

家庭廃水処理施設から採取

植種
・浮遊個体分は乾燥重量で2.5g/L程度と
する。
・溶存酸素を2mg/L以上に保つ。

主に家庭廃水を処理している処理場の二
次放流水、混合植種源、表層水の植種源
を同量混合し、よく混ぜ合わせ、最低3mL
を植種源として使用する。

空気浮遊物として植種する事が望ましい。
あるいは1mL/Lの静置廃水を3日間注入し
続ける。

非生物分解 記載なし 記載なし 記載なし
試験容器 試験物質区、対照区 試験物質区、対照区 試験物質区、対照区

有機媒体
合成下水、家庭下水、これらの混合物の
いずれか

合成下水、家庭廃水
合成下水、家庭下水、これらの混合物の
いずれか

pH 試験物質溶液；7±0.5 記載なし 7±0.5
試験温度（℃） 22±2 18-25 22±2

試験期間 6週間未満
3週間間隔。分解率が一定になってから3
週間まで。

2週間。6週間を超えない。

反応環境 記載なし 記載なし 記載なし
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付属資料4.1-1 分解性試験法概要 ④-2

機関 OECD EU EPA
試験法番号 303B C10B 835.3260

試験法名称
好気性下水処理シミュレーション試験
(B) バイオフィルム

好気性下水処理シミュレーション試験
(B) バイオフィルム

好気性下水処理シミュレーション試験
(B) バイオフィルム

サンプリング 3～6時間以上の間隔 ３回/週を推奨 記載なし
分析 DOCまたはCOD DOC、TOC、COD DOCまたはCOD
分解性の指標データ 溶存酸素量、または化学的酸素要求量 溶存酸素量、または化学的酸素要求量 溶存酸素量、または化学的酸素要求量

報告内容

試験物質：同定データ、物理化学的特性
試験条件：試験システム、有機培地の種
類、下水中の産業廃水の割合と性質、植
種源、サンプリング場所、濃度、前処理
法、試験物質原液（DOC、TOC）、使用した
試験濃度、添加日、チューブの回転速度、
傾斜角、脱落の詳細（時間と強度）、分析
法、試験温度、汚泥品質、汚泥容量イン
デックス（SVI）、混合液懸濁物質（MLSS）、
SOP（標準手順書）からの逸脱、結果に影
響を与える可能性のある状況
試験結果：すべての測定データ（DOC、
COD、特定分析、pH、温度、酸素濃度、懸
濁物質、該当する場合は窒素化合物）、Dt
（またはDtc）、DB、DStのすべての計算
値、分解度曲線、ラグフェイズ、プラトー段
階、試験期間、制御ユニット内の試験物質
と有機媒体の除去の程度に関する情報、
統計情報、生分解性と有効性の記述
結果考察

操作条件、器具、植種源の詳細、DOC除
去率の時間プロット、

純度、水溶解度、揮発性、吸着性
理論上の酸素要求量（ThOD）、溶解性有
機物（DOC)、化学的酸素要求量（COD)、
微生物への毒性
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付属資料4.1-1 分解性試験法概要 ④-3

機関 OECD EPA
試験法番号 314B 835.3280

試験法名称
廃水に放出される化学物質の生分解性評価のためのシミュレー
ション試験
活性汚泥中の生分解

廃水に放出される化学物質の初期及び完全生分解性シミュレー
ション試験
314B；活性汚泥中の生分解性

試験目的、概要、背景等

・活性汚泥中の化学物質の1次生分解及び究極生分解の程度
及び速度を求めるシミュレーション試験
・主に放射性同位元素（ＲＩ）で標識した化合物を用い、二酸化炭
素発生量測定による無機化の評価。

・活性汚泥中の化学物質の1次生分解及び究極生分解の程度
及び速度を求めるシミュレーション試験
・主に放射性同位元素（ＲＩ）で標識した化合物を用い、二酸化炭
素発生量測定による無機化の評価。

適用範囲
・不揮発性、揮発性物質
・水溶性、難溶性物質

不揮発性、揮発性物資、水溶性、難溶性物質

試験物質濃度
環境中と同等濃度。調整液を試験加える時、2-10mlの体積とす
る。

環境中と同等濃度。調整液を試験加える時、2-10mlの体積とす
る。

基準物質 なし なし
水 記載なし 記載なし
試験装置・器具 所定の器具の組み立て 所定の器具の組み立て
活性汚泥 一般的に1～2Lの汚泥を使用 一般的に1～2Lの汚泥を使用

植種

・家庭用排水処理施設より準備。
・活性汚泥を2mmの篩いにかける。
・総浮遊物質（TSS)濃度を測定し、目的濃度に調節する；

ヨーロッパの典型：4000mg/L
北アメリカの典型：2500～3000mg/L

家庭用排水処理施設より準備。
活性汚泥を2mmの篩いにかける。
総浮遊物質（TSS)濃度を測定し、目的濃度に調節する；

ヨーロッパの典型：4000mg/L
北アメリカの典型：2500～3000mg/L

非生物分解 塩化銀1g/Lを添加し、121℃・15psiで最低90分加圧滅菌 塩化銀1g/Lを添加し、121℃・15psiで最低90分加圧滅菌
試験容器 （最小限）非生物条件1、生物条件1 （最小限）非生物条件1、生物条件1
有機媒体 記載なし 記載なし
pH 記載なし 記載なし
試験温度（℃） 20-25 20-25
試験期間 28日間 28日間
反応環境 暗所または散乱光 暗所（推奨）または散乱光

サンプリング
15，30，60分後、2，5，8，12，24h後、2，3，4、7日後、その後28
日目まで毎週。ゼロ時も含め、最低6点。

15，30，60分後、2，5，8，12，24h後、2，3，4、7日後、その後28
日目まで毎週。ゼロ時も含め、最低6点。
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付属資料4.1-1 分解性試験法概要 ④-3

機関 OECD EPA
試験法番号 314B 835.3280

試験法名称
廃水に放出される化学物質の生分解性評価のためのシミュレー
ション試験
活性汚泥中の生分解

廃水に放出される化学物質の初期及び完全生分解性シミュレー
ション試験
314B；活性汚泥中の生分解性

分析

14CO2の直接法または間接法による。

親化合物・分解物は抽出後、クロマトグラフなどの適切な分析法
で同定、定量する。

14CO2の直接法または間接法による。
親化合物・分解物は抽出後、クロマトグラフなどの適切な分析法
で同定、定量する。

分解性の指標データ 14CO2
14CO2

報告内容

（314共通）
試験物質（材料）：名称、CAS番号、構造式、物理化学的特性、
分解生成物の同定指標物質情報（化学名、CAS番号、構造式、
物理化学的特性）、純度、不純物、放射性標識化合物純度・比
活性、分子内標識原子位置
環境サンプル：環境サンプルの地理的位置、既存の暴露情報等
環境サンプルのソース、環境濃度推定ロジック、収集時間、日
付、フィールド条件、環境条件（温度、pH等）、その他（BOD、
COD、TOC、DOC等）、サンプル保管条件、前処理
実験条件：試験実施日、試験物質量、濃度、適用方法、照明、
通気条件、温度等のインキュベーション条件、放射化学測定技
術/方法、複製数
結果：検出限界（LOD）、定量化レベル（LOQ）を含む分析方法の
精度と感度、放射能分析・回収率等、平均マスバランス、生分解
率推定モデル、モデルの相関係数（R2）他、関連パラメーター、
（追加で）主要な分解生成物の特性評価または同定、提案分解
経路
結果の議論

時間に対する生分解のプロット、試験系、試験物質、排水、実験
条件の詳細

32/79



付属資料4.1-1 分解性試験法概要 ⑤-1

機関 OECD EPA
試験法番号 311 835.3420、835.3400

試験法名称 生成ガス測定による消化汚泥中有機化合物の嫌気的生分解
[3420] 消化汚泥中有機化合物の嫌気的生分解；ガス生成物
の測定法
[3400] 有機化合物の嫌気的分解

試験目的、概要、背景等
・嫌気的分解（消化）槽における化学物質の嫌気分解性のポテ
ンシャルを評価するスクリーニング試験
・二酸化炭素及びメタン発生量測定による無機化の評価

[3420]
・嫌気的分解（消化）槽における化学物質の嫌気分解性のポテ
ンシャルを評価するスクリーニング試験
・二酸化炭素及びメタン発生量測定による無機化の評価
[3400]
・化学物質の嫌気分解性のポテンシャルを評価するスクリーニ
ング試験（処理場に限定しない）
・二酸化炭素及びメタン発生量測定による無機化の評価

適用範囲 水溶性、難溶性、不溶性いずれも可能
［3420］ 水に可溶、難溶性、不溶性いずれも可能。
［3400］ 微生物を制御しない物質

試験系の無機炭素濃度 10mg/L
［3420］＜10mg/L
［3400］記載なし

基準物質 フェノール、安息香酸ナトリウム、ポリエチレングリコール400
［3420］ フェノール、安息香酸ナトリウム、ポリエチレングリコー
ル400
［3400] エタノール

試験物質濃度 20-100Cmg/L
［3420］ 20-100Cmg/L
［3400］ 50mgC/L

水 蒸留水、脱イオン水
［3420］ 蒸留水、脱イオン水
［3400］ 記載なし

還元剤 クエン酸チタン硫酸塩
［3420］ クエン酸チタン硫酸塩
［3400］ 記載なし

消化汚泥 廃水処理場の消化槽から採取
［3420］ 排水処理場の消化槽から採取
［3400］ 排水処理場の消化槽から採取。2mmのふるいにかけ
る。15-25日目のもの。

植種 個体濃度として1～3ｇ/L
［3420］ 個体濃度として1～3g/L
［3400］ 無機培地に汚泥400mLを加えて4Lにする。
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付属資料4.1-1 分解性試験法概要 ⑤-1

機関 OECD EPA
試験法番号 311 835.3420、835.3400

試験法名称 生成ガス測定による消化汚泥中有機化合物の嫌気的生分解
[3420] 消化汚泥中有機化合物の嫌気的生分解；ガス生成物
の測定法
[3400] 有機化合物の嫌気的分解

試験容器数

以下3連で実施
・試験物質区
・対照ブランク区
・基準物質区
・阻害対照区
・管理チャンバー区

［3420］
試験物質区、対照ブランク区、基準物質区、阻害コントロール
区、管理チャンバー区（各3連）
［3400］
試験物質区、対照ブランクコントロール区、溶媒コントロール区
（各3連）

試験期間 60日または生分解曲線が一定になったとき
［3420］ 60日または生分解曲線が一定になったとき
［3400］ ８週間

試験温度（℃） 35±2で1時間
［3420］35±2で1時間
［3400］35±1

反応環境 暗所
［3420］暗所
［3400］暗所

pH 7±0.2
［3420］7±0.2
［3400］記載なし

サンプリング 記載なし
［3420］記載なし
［3400］毎週

無機化の測定 直接法（IC測定）または間接（酸性にして発生したCO2の圧力）

［3420］
直接法（IC測定）または間接法（酸性にして発生したCO2の圧

力）。
［3400］
発生したCO2などがすは圧力、シリンジ、クロマトなどで測定す

る。

親物質及び分解生成物の測定 記載なし
［3420］ 記載なし
［3400］ 記載なし

分解性の指標データ CO2、CH4
［3420］CO2、CH4

［3400］CO2、CH4
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付属資料4.1-1 分解性試験法概要 ⑤-1

機関 OECD EPA
試験法番号 311 835.3420、835.3400

試験法名称 生成ガス測定による消化汚泥中有機化合物の嫌気的生分解
[3420] 消化汚泥中有機化合物の嫌気的生分解；ガス生成物
の測定法
[3400] 有機化合物の嫌気的分解

報告内容

試験物質：名称、CAS番号、構造式、物理化学的特性、純度
（不純物）
試験条件：容器内液量、ヘッドスペース量、容器、分析器等説
明、試験物質濃度・溶媒情報、植種源詳細（由来等）、インキュ
ベーション温度、複製数
結果：試験終了時のpH及びIC値、試験物質濃度測定データ、
データ統計処理、分解度曲線、生分解率、結果の議論等

［3420］ 試験物質：名称、CAS番号、構造式、物理化学的特
性、純度（不純物）
試験条件：容器内液量、ヘッドスペース量、容器、分析器等説
明、試験物質濃度・溶媒情報、植種源詳細（由来等）、インキュ
ベーション温度、複製数
結果：試験終了時のpH及びIC値、試験物質濃度測定データ、
データ統計処理、分解度曲線、生分解率、結果の議論等
［3400］ 植種源：発生源、保持時間、揮発性固形物のパーセン
ト、収集日、保管、取扱い
各測定時間でのボトルの平均累積ガス生産量
各測定時間における理論的嫌気性生物分解の割合
最終測定時のボトルの標準偏差
理論的嫌気性生物分解の割合対時間のプロット
ガイドラインからの逸脱等
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付属資料4.1-1 分解性試験法概要 ⑤-2

機関 OECD EPA
試験法番号 314C 835.3280

試験法名称
廃水に放出される化学物質の生分解性評価のためのシミュ
レーション試験
（嫌気性消化汚泥の生分解）

廃水に放出される化学物質の初期及び完全生分解性シミュ
レーション試験
嫌気性消化汚泥中の生分解性

試験目的、概要、背景等

・嫌気分解（消化）における化学物質の分解の程度、嫌気分解
条件下での一次および究極の生分解速度を求める試験
・放射性同位元素（ＲＩ）で標識した化合物を用い、二酸化炭素
及びメタン発生量測定による無機化の評価
・必要に応じて親物質及び変化物の分析も実施する

・嫌気分解（消化）における化学物質の分解の程度、嫌気分解
条件下での一次および究極の生分解速度を求める試験
・放射性同位元素（ＲＩ）で標識した化合物を用い、二酸化炭素
及びメタン発生量測定による無機化の評価
・必要に応じて親物質及び変化物の分析も実施する

適用範囲 不揮発性、揮発性物質、水溶性、難溶性物質 不揮発性、揮発性物質、水溶性、難溶性物質
試験系の無機炭素濃度 記載なし 記載なし
基準物質 記載なし 記載なし
試験物質濃度 環境中と同等濃度 環境中と同等濃度
水 記載なし 記載なし
還元剤 記載なし 記載なし
消化汚泥 家庭用排水処理施設から採取（消化汚泥を2mm篩いにかけ 家庭廃水処理施設から採取。消化汚泥を2mm篩いにかける。

植種
個体濃度は約25,000mg/L
0.25～1Lを使用

個体濃度は約25,000mg/L。0.25～1Lを使用。

試験容器数
（最小限で）
・非生物条件1
・生物条件1

（最小限）非生物条件1、生物条件1

試験期間 60日 60日
試験温度（℃） 35±2 または20-25 35±2 または20-25
反応環境 暗所または散乱光 暗所（推奨）または散乱光
pH 記載なし 記載なし

サンプリング
物質の既存の分解度情報を参考に決定する。一律には決定で
きない。急速分解性物質の場合、30，60，120分後、以後、適
宜、4，8，24h後追加、2，4，7日後、その後56日目まで毎週。

物質の既存の分解度情報を参考に決定する。一律には決定で
きない。急速分解性物質の場合、30，60，120分後、以後、適
宜、4，8，24h後追加、2，4，7日後、その後56日目まで毎週。

無機化の測定
14CO2の直接法（酸を加えてガス発生）
または間接、吸収液を分析による（発生ガスを吸収し、吸収液
を分析）による。

14CO2の直接法（酸を加えてガス発生）

または間接、吸収液を分析による（発生ガスを吸収し、吸収液
を分析）による。

親物質及び分解生成物の測定 抽出後、クロマトグラフなどの適切な分析法で同定、定量 抽出後、クロマトグラフなどの適切な分析法で同定、定量
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付属資料4.1-1 分解性試験法概要 ⑤-2

機関 OECD EPA
試験法番号 314C 835.3280

試験法名称
廃水に放出される化学物質の生分解性評価のためのシミュ
レーション試験
（嫌気性消化汚泥の生分解）

廃水に放出される化学物質の初期及び完全生分解性シミュ
レーション試験
嫌気性消化汚泥中の生分解性

分解性の指標データ 14CO2、
14CH4

14CO2、
14CH4

報告内容

（314共通）
試験物質（材料）：名称、CAS番号、構造式、物理化学的特性、
分解生成物の同定指標物質情報（化学名、CAS番号、構造
式、物理化学的特性）、純度、不純物、放射性標識化合物純
度・比活性、分子内標識原子位置
環境サンプル：環境サンプルの地理的位置、既存の暴露情報
等環境サンプルのソース、環境濃度推定ロジック、収集時間、
日付、フィールド条件、環境条件（温度、pH等）、その他（BOD、
COD、TOC、DOC等）、サンプル保管条件、前処理
実験条件：試験実施日、試験物質量、濃度、適用方法、照明、
通気条件、温度等のインキュベーション条件、放射化学測定技
術/方法、複製数
結果：検出限界（LOD）、定量化レベル（LOQ）を含む分析方法
の精度と感度、放射能分析・回収率等、平均マスバランス、生
分解率推定モデル、モデルの相関係数（R2）他、関連パラメー
ター、（追加で）主要な分解生成物の特性評価または同定、提
案分解経路
結果の議論

時間に対する生分解のプロット、試験系、試験物質、排水、実
験条件の詳細
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付属資料4.1-1 分解性試験法概要 ⑥-1

機関 OECD EPA
試験法番号 309 835.3190
試験法名称 表層水中の好気的無機化作用 - シミュレーション生分解試 表層水中の好気的生分解

試験目的、概要、背景等

・好気的条件下で自然水中の低濃度での試験物質の生分解
の時間経過を測定し、速度式の形で観察結果の定量化
・天然の地表水サンプル（淡水、汽水、海洋）の有機物質の好
気的生分解速度を決定するための実験室用振盪フラスコバッ
チテスト

・シミュレーション試験の目的は表層水中の試験物質の無機化
作用の決定、副次的な目的は主な分解生成物の分解と生成に
関する情報の取得
・分解速度の決定には生分解が1次速度論に従うように低濃度
区（10 µg/L以下）を設定（14Cの利用）
・高濃度区（100 µg/L超）は主な分解生成物の同定と定量、検
出限界の低く特定の分析方法が利用できない場合に使用
・分解速度の決定には水溶解度以下で試験が必要

適用範囲

・開放系システムの使用：不揮発性（ヘンリー定数＜約1 Pa・
m3/mol）有機物質
・閉鎖系システムの使用：わずかに揮発性（ヘンリー定数<100
Pa・m3/mol）の有機物質

・粒子等を含まない表層水試験（"pelagic test"）
・水/底質界面近くに存在する可能性のある濁った表層水
（"suspended sediment test"）

不揮発性、低揮発性、ヘンリー定数が1Pa・m3/mol以下

基準物質
試験水の微生物活性が特定の制限内であることを保証するた
めに好気性条件下で容易に分解される物質（アニリン、安息香
酸ナトリウムなど）

アニリン、安息香酸ナトリウム

水 脱イオン水（DOC 1 mg/L以下） 蒸留水DOC≦1mg/L

試験物質濃度
・<1-10 μg/Lが望ましい（100 μg/L以下）
・公比5～10で少なくとも2濃度区

推奨10μg/L、最小濃度は1-2μg/L、
最大濃度は100μg/L。
5～10倍の異なる濃度を最低2つ調整する。
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付属資料4.1-1 分解性試験法概要 ⑥-1

機関 OECD EPA
試験法番号 309 835.3190
試験法名称 表層水中の好気的無機化作用 - シミュレーション生分解試 表層水中の好気的生分解

表層水

・表層水のサンプリング場所は目的に応じる。選択に際しては
農業、工業、家庭排水等の履歴を考慮。
・水のpHと温度はサンプリング場所で測定
・サンプリングの深さとサンプルの外観（色や濁度など）に注意
・酸素濃度、底質表層の酸化還元電位を把握
・サンプル収集後1日以内に試験開始が望ましい

100μmのフィルタでろ過するか沈殿させる。
底質を懸濁させる場合、個体分（乾燥）0.01-1g/L（オプション）。

試験容器数

・試験用フラスコ；試験物質の各濃度区（3つ以上）で2つ以上の
フラスコを複製（FT）
・マスバランス計算用試験フラスコ；各濃度区で2つ以上のフラ
スコを複製（FM）
・ブランク対照区；試験水のみを含む1つ以上のフラスコ（FB）
・参照物質対照区；参照物質を含むフラスコを複製（FC）
・無菌対照区；滅菌試験水を含む1つ又は2つのフラスコ（FS）

各サンプリング時間で最低2つのフラスコを使用

各濃度につき最低1つ
その他、マスバランス用、ブランク用、基準物質用、非生物用
のコントロールを準備

試験期間 60日を超えない（バッチ試験は最大90日まで延長） 60日 最大90日まで
反応環境 暗条件（推奨）又は散乱光 暗所または散乱光

試験温度（℃）
管理された温度（±2℃以内）、フィールド温度（サンプリング時
温度又はサイト平均温度）又は標準温度（20-25℃）

20-25±2

サンプリング pHと酸素濃度の定期的な測定 記載なし

分析

14CO2の直接法または間接法による。

親物質と分解物は抽出後、クロマトグラフなどの適切な分析法
で同定、定量する。

14CO2の直接法または間接法による。

親物質と分解物は抽出後、クロマトグラフなどの適切な分析法
で同定、定量する。

計算式 なし なし

分解性の指標データ 14
CO2

14
CO2
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付属資料4.1-1 分解性試験法概要 ⑥-1

機関 OECD EPA
試験法番号 309 835.3190
試験法名称 表層水中の好気的無機化作用 - シミュレーション生分解試 表層水中の好気的生分解

報告内容

試験物質：名称、CAS番号、構造式、物理化学的特性、純度
（不純物）、同定情報（標識化合物含む）
表層水：サンプリング場所、タイミング、測定データ等
（底質：サンプリング場所、タイミング、測定データ等）
試験条件：サンプル保管、試験物質濃度・量、サンプリングタイ
ミング・量、滅菌管理、インキュベーション温度、複製数
結果：検出限界（LOD）、定量限界（LOQ）を含む分析方法の精
度と感度、測定データ、速度定数、半減期、無機化/一次分解
のレベル、主要な分解生成物の特性評価または同定、提案分
解経路
結果の議論

試験物質：名称、CAS番号、構造式、物理化学的特性、純度
（不純物）、同定情報（標識化合物含む）
表層水：サンプリング場所、タイミング、測定データ等
底質：サンプリング場所、タイミング、測定データ等
試験条件：サンプル保管、試験物質濃度・量、サンプリングタイ
ミング・量、滅菌管理、インキュベーション温度、複製数
結果：検出限界（LOD）、定量限界（LOQ）を含む分析方法の精
度と感度、測定データ、速度定数、半減期、無機化/一次分解
のレベル、主要な分解生成物の特性評価または同定、提案分
解経路
結果の議論
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付属資料4.1-1 分解性試験法概要 ⑥-2

機関 OECD EPA
試験法番号 314D 835.3280

試験法名称
廃水に放出される化学物質の生分解性評価のためのシミュ
レーション試験
（処理放流水 - 表層水の混合域における生分解）

廃水に放出される化学物質の初期及び完全生分解性シミュ
レーション試験
314D；処理放流水-表層水の混合域における生分解

試験目的、概要、背景等

・排水として表層水に放出される化学物質の一部の生分解を
評価する設計。処理プラントで発生する生分解が受け入れ環
境で継続することを実証するために使用。この環境コンパートメ
ントにおける生分解の程度と一次生分解および最終的な生分
解の速度を決定することも可能。
・オープンバッチシステム、またはクローズドフロースルーバッ
チシステムを使用
・クローズドフロースルーシステム：揮発性物質に必要、14C標
識試験化学物質に適している。発生した14CO2はベーストラッ
プで直接測定。溶存14CO2は、密閉容器内のサンプルを酸性
化し、放射能測定によって決定。
・オープンバッチシステム：不揮発性物質（3H）、無機化の程度
が既知の不揮発性物質の生分解速度を求める（14C）。処理区
/非生物処理区のサンプル間の残留放射能の差を測定するこ
とにより、14CO2への無機化を決定。3H2Oへの無機化は、乾
燥後のサンプルの放射能の差を測定することにより間接的に
決定。
・303Aを使用すると、実際の環境放出状況と比較して劣化が過
大評価される可能性がある

・下水処理を通過し、表層水に放出される物質の一部の生分
解を評価するための設計
・処理プラントで発生する生分解が受け入れ環境で継続するこ
とを実証するために使用
・この環境区画における生分解の程度と一次および最終的な
生分解の速度を決定
・試験媒体は、新たに収集された表層水と排水で構成さ
・表層水と廃水の混合物を、廃水中の予測試験物質濃度でイ
ンキュベート

適用範囲 不揮発性、揮発性物資、水溶性、難溶性物質 不揮発性、揮発性物資、水溶性、難溶性物質

基準物質 記載なし 記載なし

水 記載なし 記載なし

試験物質濃度 環境中と同等濃度 環境中と同等濃度

表層水
微生物個体分30mg/LをSS分15mg/Lの表層水で10倍に希釈
する。1～2L使用する。

微生物個体分30mg/LをSS分15mg/Lの表層水で10倍に希釈
する。1～2L使用する。

試験容器数 （最小限）非生物条件1、生物条件1 （最小限）非生物条件1、生物条件1

試験期間 28日 28日

反応環境 暗所または散乱光 暗所または散乱光
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付属資料4.1-1 分解性試験法概要 ⑥-2

機関 OECD EPA
試験法番号 314D 835.3280

試験法名称
廃水に放出される化学物質の生分解性評価のためのシミュ
レーション試験
（処理放流水 - 表層水の混合域における生分解）

廃水に放出される化学物質の初期及び完全生分解性シミュ
レーション試験
314D；処理放流水-表層水の混合域における生分解

試験温度（℃） 20-25 20-25

サンプリング
5，30、60分後、3，5，8，12，24h後、2，3，4，5，6，7日後、その
後28日目まで毎週。ゼロ時も含め、最低6点。

5，30、60分後、3，5，8，12，24h後、2，3，4，5，6，7日後、その
後28日目まで毎週。ゼロ時も含め、最低6点。

分析

14
CO2の直接法または間接法による。

親物質と分解物は抽出後、クロマトグラフなどの適切な分析法
で同定、定量する。

14
CO2の直接法または間接法による。

親物質と分解物は抽出後、クロマトグラフなどの適切な分析法
で同定、定量する。

計算式 速度の算出は任意 速度の算出は任意

分解性の指標データ 14
CO2

14
CO2

報告内容

（314共通）
試験物質（材料）：名称、CAS番号、構造式、物理化学的特性、
分解生成物の同定指標物質情報（化学名、CAS番号、構造
式、物理化学的特性）、純度、不純物、放射性標識化合物純
度・比活性、分子内標識原子位置
環境サンプル：環境サンプルの地理的位置、既存の暴露情報
等環境サンプルのソース、環境濃度推定ロジック、収集時間、
日付、フィールド条件、環境条件（温度、pH等）、その他（BOD、
COD、TOC、DOC等）、サンプル保管条件、前処理
実験条件：試験実施日、試験物質量、濃度、適用方法、照明、
通気条件、温度等のインキュベーション条件、放射化学測定技
術/方法、複製数
結果：検出限界（LOD）、定量化レベル（LOQ）を含む分析方法
の精度と感度、放射能分析・回収率等、平均マスバランス、生
分解率推定モデル、モデルの相関係数（R2）他、関連パラメー
ター、（追加で）主要な分解生成物の特性評価または同定、提
案分解経路
結果の議論

時間に対する生分解のプロット、試験系、試験物質、排水、実
験条件の詳細
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付属資料4.1-1 分解性試験法概要 ⑥-3

機関 EPA
試験法番号 835.3100
試験名称 好気的水中生分解
試験の目的 好気的淡水環境中での化学物質の生分解速度と程度に関するデータの取得
適用範囲 水溶性：可、難水溶性：可、揮発性：可、微生物阻害性：不可
植種源 順化培地（下記参照、土壌及び下水の微生物）
基準物質 アニリン、クエン酸ナトリウム、デキストロース、フタル酸およびトリメリット酸
阻害物質 HgCl2
試験物質濃度 10 mgC/L
接種材料濃度 100 mL / 1L

試験連数 試験物質3連、基準物質2連、培地コントロール3連（非生物的な分解を評価したい場合は、阻害系設定）

発生ガス測定 水酸化バリウム溶液にCO2を吸収させ、滴定によりCO2量を測定

サンプリング頻度 少なくとも4回/28日間 （Day 0と28は必須）
試験温度 20～25℃

パスレベル CO2発生率（28日後）：60％、DOC除去率（28日後）：70％ ※基準物質についての記載（試験物質については記載なし）

計算

CO2発生率＝[(TF–CF)/16.67]×100（%） ※試験物質濃度 10 mgC/Lの場合

TF：試験物質系のBa(OH)2溶液の滴定に必要な0.1N HClの量（mL）

TC：コントロール系のBa(OH)2溶液の滴定に必要な0.1N HClの量（mL）

DOC除去率=[1·(DTFx-DCFx)/(DTF0-DCF0)]×100
DTF：試験物質系のDOC
DCF：コントロール系のDOC
0：Day 0の測定値、 x：Day xの測定値

分解性の指標データ CO2発生率、DOC除去率

報告書内容 試験物質、基準物質、植種源、試験結果
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付属資料4.1-1 分解性試験法概要 ⑦

機関 OECD OECD EPA
試験法番号 306（フラスコ法） 306（クローズドボトル法） 835.3160
試験法名称 海水による生分解性 海水による生分解性 海水による生分解性

試験目的、概要、背景等

適用範囲

・物質の有機炭素含有量の確立
・揮発性は試験中に重大な損失が発生し
ない程度
・水への溶解度は25-40 mg C / l相当
・試験物質のガラス表面への著しい吸着な
し
・試験材料の主成分の純度等

・ThOD、もしくはCOD
・水への溶解度は少なくとも2 mg/ l（超音
波処理等の活用あり）
・試験材料の主成分の純度等

［フラスコ法］
20～40mgC/L以上の水溶性
［Clossed-bottle法］
2mg/L以上の溶解性、揮発性

基準物質
例；安息香酸ナトリウム、酢酸ナトリウム、
アニリン

例；アニリン、酢酸ナトリウム、安息香酸ナ
トリウム

安息香酸ナトリウム、酢酸ナトリウム、アニ
リン

試験物質濃度 5-40mgDOC/L 2-10mg/L
［フラスコ法］ 5-40mgC/L
［Closed-bottle法］ 2-10mg/L

試験温度（℃） 15-20±2 15-20±1
［フラスコ法］ 15-20±2
［Clossed-bottle］ 15-20±1

反応環境 暗所または散乱光 暗所
［フラスコ法］暗所または散乱光
［Clossed-bottle法］暗所

試験期間 60日 28日
［フラスコ法］ 60日
［Clossed-bottle法］ 28日

・本試験の結果は生分解性の指標としてとるべきではなく、海洋環境における化学物質の生分解性に関する情報を取得するため
に使用する
・多くは自然系と比較して使用される試験濃度が比較的高いため、物質が容易に生分解されるかどうかをみる予備試験とみなさ
れる。当該試験の分解率が低いということが、必ずしも試験物質が海洋環境で生分解性ではないことを意味するものではない。
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付属資料4.1-1 分解性試験法概要 ⑦

機関 OECD OECD EPA
試験法番号 306（フラスコ法） 306（クローズドボトル法） 835.3160
試験法名称 海水による生分解性 海水による生分解性 海水による生分解性

海水

採取後1-2日以内に実験室に輸送
-採取日
-採取地点の深さ
-サンプルの外観-混濁など
-採取時の温度
-塩分
-DOC
-採取と試験使用のタイムラグ

採取後1-2日以内に実験室に輸送
-採取日
-採取地点の深さ
-サンプルの外観-混濁など
-採取時の温度
-塩分
-DOC
-採取と試験使用のタイムラグ

要件、デフォルト値等なし
海水1Lに無機培地1mLを加える。

植種源
海水中の微生物に加えてさらに微生物を
追加しない

海水中の微生物に加えてさらに微生物を
追加しない

海水由来のものに限る。

試験容器数

①試験物質＋海水：2つ
②海水のみブランク：2つ
③参照物質＋海水（対照区）：1つ
④試験物質＋参照物質（毒性対照）：1つ
（オプション）
⑤試験物質＋海水＋殺菌剤：1つ（オプ
ション）

①試験物質＋海水：少なくとも8
②海水のみブランク：少なくとも8
③参照物質＋海水（対照区）：少なくとも8
④試験物質＋参照物質（毒性対照）：6

［フラスコ法］
試験物質は2、基準物質1、ブランク1
阻害コントロール1
［Clossed-bottle法］
試験物質・基準物質・ブランク各々2．

サンプリング

・試験開始時（0日目）および終了時（60日
目）を含む少なくとも合計5回のサンプル採
取
・採取試料はろ過または遠心分離

・0、5、15、28日目に採取
・採取試料はろ過または遠心分離

［フラスコ法］
適当な間隔で試料を採取。0、60日は必ず
採取、これらを含み最低5点。
採取試料はろ過または遠心分離する。
［Clossed-bottle法］
最低5点。採取試料はろ過または遠心分
離する。

分析 DOC分析 BOD
［フラスコ法］DOC分析法（N=2）
［Clossed-bottle法］BOD（N=2）

分解性の指標データ DOC BOD
［フラスコ法］DOC
［Clossed-bottle法］BOD
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付属資料4.1-1 分解性試験法概要 ⑦

機関 OECD OECD EPA
試験法番号 306（フラスコ法） 306（クローズドボトル法） 835.3160
試験法名称 海水による生分解性 海水による生分解性 海水による生分解性

報告内容

試験物質：物理化学的性状、同定データ
試験条件：サンプリング場所、汚染および
栄養状態（コロニー数等）、サンプルの特
性（サンプリングの日付、深さ、外観、温
度、塩分、DOC（オプション）、採取と試験
使用時のタイムラグ）、海水の前処理（ろ
過/沈殿）、DOC決定法
結果：データシートで報告された分析デー
タ、分解過程のグラフ、60日後/試験終了
時の分解率
結果の考察

試験物質：物理化学的性状、同定データ
試験条件：サンプリング場所、汚染および
栄養状態（コロニー数等）、サンプルの特
性（サンプリングの日付、深さ、外観、温
度、塩分、DOC（オプション）、採取と試験
使用時のタイムラグ）、海水の前処理（ろ
過/沈殿）、COD決定法、酸素測定法、試
験条件下で難水溶性物質の分散手順、海
水中の従属栄養生物の数を決定法（プ
レートカウント法または代替手順）
結果：データシートで報告された分析デー
タ、分解過程のグラフ、28日後の分解率
結果の考察

試験物質、海水、試験条件に関する詳細
と結果

46/79



付属資料4.1-1 分解性試験法概要 ⑧

機関 OECD EPA
試験法番号 314E 835.3280

試験法名称
廃水に放出される化学物質の生分解性評価のためのシミュ
レーション試験
（未処理廃水 - 表層水の混合域における生分解）

廃水に放出される化学物質の初期及び完全生分解性シミュ
レーション試験
314E；未処理廃水-表層水の混合域における生分解

試験目的、概要、背景等

適用範囲 不揮発性、揮発性物質、水溶性、難溶性物質 不揮発性、揮発性物質、水溶性、難溶性物資
試験系のDO 1～4mg/L 1～4mg/L。

試験物質濃度
環境中と同等濃度。調整液を試験加える時、2-10mlの体積と
する。

環境中と同等濃度。調整液を試験加える時、2-10mlの体積と
する。

環境試料 1～2L使用する 1～2L使用する

表層水、下水

家庭用排水処理施設より採取
下水のデフォルト値

EU; SS450mg/L
BOD270mg/L

北米;SS100-350mg/L
BOD110-400m/L

家庭用排水処理より採取
下水のデフォルト値

EU;SS450mg/L
BOD270mg/L

北米;SS100-350mg/L
BOD110-400mg/L

試験容器数 （最小限）非生物条件1、生物条件1 （最小限）非生物条件1、生物条件1
反応温度（℃） 20-25 20-25
反応環境 暗所または散乱光 暗所（推奨）または散乱光
試験期間 28日 28日

サンプリング
15，30，60分後、2，5，8，12，24h後、2，3，7日後、その後28日
目まで毎週。ゼロ時も含め、最低6点。

15，30，60分後、2，5，8，12，24h後、2，3，7日後、その後28日
目まで毎週。ゼロ時も含め、最低6点。

無機化の測定 14CO2の直接法または間接法による。 14CO2の直接法または間接法による。

親物質及び分解生成物の測定 抽出後、クロマトグラフなどの適切な分析法で同定、定量 抽出後、クロマトグラフなどの適切な分析法で同定、定量

分解性の指標データ 14CO2
14CO2の直接法または間接法による。

・下水処理場インフラが整っていない地域を想定。未処理廃水と表層水の混合域における化学物質の生分解（一次生分解及び
究極生分解の速度）を評価する試験
・放射性同位元素（ＲＩ）で標識した化合物を用い、二酸化炭素発生量測定による無機化の評価。
・必要に応じて親物質及び変化物の分析も実施する
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付属資料4.1-1 分解性試験法概要 ⑧

機関 OECD EPA
試験法番号 314E 835.3280

試験法名称
廃水に放出される化学物質の生分解性評価のためのシミュ
レーション試験
（未処理廃水 - 表層水の混合域における生分解）

廃水に放出される化学物質の初期及び完全生分解性シミュ
レーション試験
314E；未処理廃水-表層水の混合域における生分解

報告内容

（314共通）
試験物質（材料）：名称、CAS番号、構造式、物理化学的特性、
分解生成物の同定指標物質情報（化学名、CAS番号、構造
式、物理化学的特性）、純度、不純物、放射性標識化合物純
度・比活性、分子内標識原子位置
環境サンプル：環境サンプルの地理的位置、既存の暴露情報
等環境サンプルのソース、環境濃度推定ロジック、収集時間、
日付、フィールド条件、環境条件（温度、pH等）、その他（BOD、
COD、TOC、DOC等）、サンプル保管条件、前処理
実験条件：試験実施日、試験物質量、濃度、適用方法、照明、
通気条件、温度等のインキュベーション条件、放射化学測定技
術/方法、複製数
結果：検出限界（LOD）、定量化レベル（LOQ）を含む分析方法
の精度と感度、放射能分析・回収率等、平均マスバランス、生
分解率推定モデル、モデルの相関係数（R2）他、関連パラメー
ター、（追加で）主要な分解生成物の特性評価または同定、提
案分解経路
結果の議論

試験物質、表層水、浮遊物、試験条件の詳細な記述と結果
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付属資料4.1-1 分解性試験法概要 ⑨-1

機関 OECD EU EPA
試験法番号 308 C24 835.4300、835.4400

試験法名称
水系底質における好気的及び嫌気的形態
変化

水系底質における好気的及び嫌気的形態
変化

[4300] 水系好気的代謝物
[4400] 水系嫌気的代謝物

試験目的、概要、背景等

自然の水生底質系（表層部は好気性、底
質部表層は好気性/嫌気性、底質深部は
嫌気性）の分解性について評価するため
の実験室試験系である

好気性試験と嫌気性試験の両方に対して
・試験物質の分解率測定
・試験物質および/またはその分解生成物
の無機化速度の測定
・物質収支を含む分解生成物の識別と定
量化（物質収支把握には標識化合物が必

要（14C推奨））
・試験物質と分解生成物の分布の測定
を実施

好気性試験と嫌気性試験の両方に対して
・試験物質の分解率測定
・試験物質および/またはその分解生成物
の無機化速度の測定
・物質収支を含む分解生成物の識別と定
量化（物質収支把握には標識化合物が必

要（14C推奨））
・試験物質と分解生成物の分布の測定
を実施

好気性試験と嫌気性試験の両方に対して
・試験物質の分解率測定
・試験物質および/またはその分解生成物
の無機化速度の測定
・物質収支を含む分解生成物の識別と定
量化（物質収支把握には標識化合物が必

要（14C推奨））
・試験物質と分解生成物の分布の測定
を実施

適用範囲

＜物質＞
適用可；わずかに揮発性、不揮発性、水
溶性、難水溶性化合物
適用不可；揮発性の高い化学物質（くん蒸
剤、有機溶剤など）
＜場所＞
適用可；河口/海洋システム
適用不可；河川、外海等の流れがあるとこ
ろ

適用可；わずかに揮発性、不揮発性、水
溶性、難水溶性化合物
適用不可；揮発性の高い化学物質（くん蒸
剤、有機溶剤など）

適用可；わずかに揮発性、不揮発性、水
溶性、難水溶性化合物
適用不可；揮発性の高い化学物質（くん蒸
剤、有機溶剤など）
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付属資料4.1-1 分解性試験法概要 ⑨-1

機関 OECD EU EPA
試験法番号 308 C24 835.4300、835.4400

試験法名称
水系底質における好気的及び嫌気的形態
変化

水系底質における好気的及び嫌気的形態
変化

[4300] 水系好気的代謝物
[4400] 水系嫌気的代謝物

底質

・底質のサンプリング場所は目的に応じる
・選択に際しては集水域と上流域での農
業、工業、家庭排水等の履歴を考慮
・好気性試験は、有機炭素含有量とテクス
チャーの異なる2つの底質
・嫌気性試験は表層水域の嫌気性ゾーン
からサンプリング（酸素を排除して輸送）
・底質は底質上層5-10cmから採取
・沈殿物のろ過等処理
・順化期間（1-2週）

・底質のサンプリング場所は目的に応じる
・選択に際しては集水域と上流域での農
業、工業、家庭排水等の履歴を考慮
・好気性試験は、有機炭素含有量とテクス
チャーの異なる2つの底質
・嫌気性試験は表層水域の嫌気性ゾーン
からサンプリング（酸素を排除して輸送）
・底質は底質上層5-10cmから採取
・沈殿物のろ過等処理
・順化期間（1-2週）

[4300] 有機炭素含有量とテクスチャーの
異なる2つの底質
[4400] 表層水域の嫌気性ゾーンからサン
プリング（酸素を排除して輸送）

水・底質
・水：底質の体積比が3：1〜4：1
・底質と水は同じ場所で収集

・水：底質の体積比が3：1〜4：1
・底質と水は同じ場所で収集

・水：底質の体積比が3：1〜4：1
・底質と水は同じ場所で収集

基準物質
分光法およびクロマトグラフィー法による
分解生成物の同定、定量に使用

分光法およびクロマトグラフィー法による
分解生成物の同定、定量に使用

分光法およびクロマトグラフィー法による
分解生成物の同定、定量に使用

試験物質濃度 記載なし 記載なし 記載なし

試験環境 暗所 暗所 暗所

試験温度（℃）
20±2℃（10-30℃が適切）（10℃の低温追
加検討あり）

20±2℃（10-30℃が適切）（10℃の低温追
加検討あり）

20±2℃（10-30℃が適切）（10℃の低温追
加検討あり）

試験期間

100日間を超えない。分解経路および水/
底質の分布パターンが確立されるまで、ま
たは試験物質の90％が分解および/また
は揮発により除去されるまで継続。

100日間を超えない。分解経路および水/
底質の分布パターンが確立されるまで、ま
たは試験物質の90％が分解および/また
は揮発により除去されるまで継続。

100日間を超えない。分解経路および水/
底質の分布パターンが確立されるまで、ま
たは試験物質の90％が分解および/また
は揮発により除去されるまで継続。
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付属資料4.1-1 分解性試験法概要 ⑨-1

機関 OECD EU EPA
試験法番号 308 C24 835.4300、835.4400

試験法名称
水系底質における好気的及び嫌気的形態
変化

水系底質における好気的及び嫌気的形態
変化

[4300] 水系好気的代謝物
[4400] 水系嫌気的代謝物

サンプリング

各サンプリングで2つずつフラスコを使用。
適用直後の0日目を含め少なくとも6回の
サンプリングが必要。
水と底質は別々に分析

各サンプリングで2つずつフラスコを使用。
適用直後の0日目を含め少なくとも6回の
サンプリングが必要。
水と底質は別々に分析

各サンプリングで2つずつフラスコを使用。
適用直後の0日目を含め少なくとも6回の
サンプリングが必要。
水と底質は別々に分析

分析 試験物質および分解生成物の定性・定量 試験物質および分解生成物の定性・定量 試験物質および分解生成物の定性・定量

計算式 記載なし 記載なし 記載なし

分解性の指標データ
・試験物質および変化物の同定と定量

・14CO2（無機化率）

・試験物質および変化物の同定と定量

・14CO2（無機化率）

・試験物質および変化物の同定と定量

・14CO2（無機化率）
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付属資料4.1-1 分解性試験法概要 ⑨-1

機関 OECD EU EPA
試験法番号 308 C24 835.4300、835.4400

試験法名称
水系底質における好気的及び嫌気的形態
変化

水系底質における好気的及び嫌気的形態
変化

[4300] 水系好気的代謝物
[4400] 水系嫌気的代謝物

報告内容

試験物質： 名称、CAS番号、構造式（放射
性標識物質のラベル位置）、物理化学的
特性、純度（不純物）、標識化学物質およ
びモル活性の放射化学的純度
基準物質：分解生成物の同定に使用され
る参照物質の化学名と構造
試験底質、水：水生底質サンプリングサイ
トの場所と説明、水底質の保管、順化に関
する情報、水底質試料の特性条件、使用
した試験系
試験物質の試験系への適用：試験濃度、
繰り返し数、インキュベーション温度、サン
プリング時間、抽出方法と効率、分析方法
と検出限界、分解生成物の特性化/同定
方法等
結果：分析の生データの数値、分析法の
再現性と感度、回収率、試験物質、分解
生成物および非抽出性放射能の適用用
量に対する％、試験中および試験終了時
の物質収支、水と底質の画分およびシス
テム全体（無機化作用を含む）の分解のグ
ラフ表示、無機化率、半減期または試験
物質のDT50 、DT75、DT90（主要な分解
生成物）、試験物質、主要な分解生成物の
分解動態の評価、分解経路
結果の議論と解釈
生データ（クロマトグラム、分解率計算、分
解生成物の特定に使用される手段）

試験物質、基準物質、試験底質、水、試験
条件、結果、結果の議論と解釈
生データ（クロマトグラム、分解率計算、分
解生成物の特定に使用される手段）

試験物質、基準物質、試験底質、水、試験
条件、結果、結果の議論と解釈
生データ（クロマトグラム、分解率計算、分
解生成物の特定に使用される手段）
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付属資料4.1-1 分解性試験法概要 ⑨-2

機関 EPA
試験法番号 835.3180
試験法名称 底質・水中でのミクロコズム生分解性試験

試験目的、概要、背景等

・対象となる地域からの天然微生物群集の代表的なサンプルを含む底質と水を用いる
・嫌気性条件の試験には不適切
・物質収支把握を推奨

・14C標識化合物の使用を推奨
・複雑な生態系における化学物質の運命に影響を与えるプロセスの多くを再現するためにミクロコズムを使用する

適用範囲 記載なし

底質
サイト特有のもので、採取基準などの記載なし。
物理的特性付け；光強度、光周期、温度、全浮遊個体（TSS)など
化学的特性付け；溶存酸素（DO)、全有機炭素（TOC)、溶存有機炭素（DOC)、アルカリ性、伝導度、pH、酸化還元勾配

水・底質 底質と水は近いところから採取する。重量などの記載なし

基準物質 メチルパラチオン、直鎖アルキルベン、スルホン酸

試験物質濃度 1ppm,10ppm,1000ppm

試験環境 底質表面の照度に合わせる

試験温度（℃） 想定フィールド温度±2℃

試験期間 60日

サンプリング 0,1,3,6,12,24時間、1,4,7,14,24,36日に採取。

分析 試験物質を定量、物質収支を求める。

計算式
lnC（物質濃度）と時間をプロットし、傾きから一次速度定数（k1)を求める。
半減期＝0,693/k1

分解性の指標データ クロマトなどによる試験物質定量、14CO2

報告内容 物質収支、試験物質、底質試験条件の詳細と結果
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付属資料4.1-1 分解性試験法概要 ⑨-3

機関 EPA
試験法番号 850.3170
試験法名称 フラスコ振とうDie-Away試験

試験目的、概要、背景等
・試験化合物の変換に対する底質の影響を評価
・試験開始時の試験化合物濃度は比較的低い（1リットル当たりマイクログラム）
・底質の有無による分解速度が求められる

適用範囲 微生物を抑制しない、水中から揮発しない、試験の初期濃度に可溶、非生物分解を受けない。

底質
選択した現場（川、湖、入江等）から採取
・採取部位：底質の上層5～10mm
・採取時期：試験開始1日前

水・底質
底質の乾燥重量を基に最終浮遊底質濃度が500mg/Lになるように底質スラリーを添加する。現場水+底
質サンプルが1Lになるように添加する。

基準物質 記載なし

試験物質濃度 200g/L

試験環境 記載なし

試験温度（℃） 25±2

試験期間 28日

サンプリング 採取間隔の記載なし。25mLを採取し、遠心分離する。

分析 有機炭素分析、試験物質の定量

計算式
lnC（物質濃度）と時間をプロットし、傾きから一次速度定数（k1)を求める。
半減期＝0,693/k1

分解性の指標データ 総有機炭素量、GCで試験物質濃度を定量。

報告内容 物質収支、試験物質、底質試験条件の詳細と結果
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付属資料4.1-1 分解性試験法概要 ⑩-1

機関 OECD EPA
試験法番号 304A 835.3300
試験法名称 土壌中における本質的生分解試験 土壌生物分解

試験目的、概要、背景等

・土壌における化学物質の無機化率（生分解度）を求める試
験（本質的生分解性試験）
・RI標識化合物を用い、二酸化炭素発生量により無機化を評
価
・必要に応じて試験物質や変化物を分析

・土壌における化学物質の無機化率（生分解度）を求める試験
（本質的生分解性試験）
・RI標識化合物を用い、二酸化炭素発生量により無機化を評価
・必要に応じて試験物質や変化物を分析

適用範囲
・微生物毒性なし
・揮発性/不揮発性
・水溶性/不溶性物質

・微生物毒性なし
・揮発性/不揮発性
・水溶性/不溶性物質

試験物質濃度
・1-5μCi/100μL（水またはアセトンで希釈）
・100μLずつ50回土壌に添加する

・1-5μCi/100μL（水またはアセトンで希釈）
・100μLずつ50回土壌に添加する

土壌

50g（乾燥重量）を使用。
Alfisol;
    pH5.5-6.5
    有機炭素量 1-1.5%
    クレー含有量 10-20%
    陽イオン交換能 10-15mval
Spodosol
    pH4.0-5.0
    有機炭素量 1.5-3.5%
    クレー含有量 10%
   陽イオン交換能 10mval
Entisol
    pH6.6-8.0
    有機炭素量 1-4%
    クレー含有量 11-25%
    陽イオン交換能 10mval

50g（乾燥重量）を使用。
Alfisol;
    pH5.5-6.5
    有機炭素量 1-1.5%
    クレー含有量 10-20%
    陽イオン交換能 10-15mval
Spodosol
    pH4.0-5.0
    有機炭素量 1.5-3.5%
    クレー含有量 10%
   陽イオン交換能 10mval
Entisol
    pH6.6-8.0
    有機炭素量 1-4%
    クレー含有量 11-25%
    陽イオン交換能 10mval

分析
放出される14CO2をアルカリに吸収し、液体シンチレーション

カウンターで定量する。

放出される14CO2をアルカリに吸収し、液体シンチレーションカウ

ンターで定量する。

試験温度（℃） 22±2 22±2
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付属資料4.1-1 分解性試験法概要 ⑩-1

機関 OECD EPA
試験法番号 304A 835.3300
試験法名称 土壌中における本質的生分解試験 土壌生物分解
反応環境 暗所 暗所
サンプリング 1，2，4，8，16，32，64日目 1，2，4，8，16，32，64日目
試験日数 64日 64日

蒸発試験（任意）
・ポリウレタンフォームに親物質と揮発性代謝物を吸収
・液体シンチレーションカウンターで定量
（試験物質の蒸気圧が0.0133hpa以上）

・ポリウレタンフォームに親物質と揮発性代謝物を吸収
・液体シンチレーションカウンターで定量
（試験物質の蒸気圧が0.0133hpa以上）

残留試験（任意）
・50％無機化時点で試験土壌を抽出
・土壌に残る試験物質と代謝物を抽出
・液体シンチレーションカウンターで測定

・50％無機化時点で試験土壌を抽出
・土壌に残る試験物質と代謝物を抽出
・液体シンチレーションカウンターで測定

分解性の指標データ 14CO2、土壌中の残留分 14CO2、土壌中の残留分

報告内容 試験物質、土壌に関する詳細な記述、結果 試験物質、土壌に関する詳細な記述、結果
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付属資料4.1-1 分解性試験法概要 ⑩-2

機関 OECD EU EPA
試験法番号 307 C23 835.4100、835.4200

試験法名称 土壌中の好気的及び嫌気的形質転換 土壌中の好気的及び嫌気的形質転換
[4100] 土壌中好気的代謝物
[4200] 土壌中嫌気的代謝物

試験目的、概要、背景等

14C標識物質を使用し、発生した14CO2を
トラップすることにより、試験物質のさまざ
まな無機化速度を測定でき、土壌結合残
留物の形成を含む物質収支を確立する
試験により次の項目を決定する
（i）試験物質の分解（変換）率
（ii）植物および土壌生物がばく露される可
能性のある分解生成物の性質と生成およ
び減少の速度

・14C標識物質を使用
・14CO2発生をトラップ
・無機化速度を測定
・土壌結合残留物の形成を含む物質収支
を確立
試験により次の項目を決定する
（i）試験物質の分解（変換）率
（ii）植物および土壌生物がばく露される可
能性のある分解生成物の性質と生成およ
び減少の速度

・14C標識物質を使用
・14CO2発生をトラップ
・無機化速度を測定
・土壌結合残留物の形成を含む物質収支
を確立
試験により次の項目を決定する
（i）試験物質の分解（変換）率
（ii）植物および土壌生物がばく露される可
能性のある分解生成物の性質と生成およ
び減少の速度

適用範囲

適用可；わずかに揮発性、不揮発性、水溶
性、難水溶性化合物
適用不可；揮発性の高い化学物質（くん蒸
剤、有機溶剤など）

適用可；わずかに揮発性、不揮発性、水溶
性、難水溶性化合物
適用不可；揮発性の高い化学物質（くん蒸
剤、有機溶剤など）

適用可；わずかに揮発性、不揮発性、水溶
性、難水溶性化合物
適用不可；揮発性の高い化学物質（くん蒸
剤、有機溶剤など）

試験物質濃度

記載なし
（水又はアセトン等有機溶媒への溶解によ
り安定化してスパイク（溶媒を蒸発）、固体
として混合）

記載なし 記載なし
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付属資料4.1-1 分解性試験法概要 ⑩-2

機関 OECD EU EPA
試験法番号 307 C23 835.4100、835.4200

試験法名称 土壌中の好気的及び嫌気的形質転換 土壌中の好気的及び嫌気的形質転換
[4100] 土壌中好気的代謝物
[4200] 土壌中嫌気的代謝物

土壌

pH；5.5〜8.0、有機炭素含有量；0.5〜
2.5％、微生物バイオマスが全有機炭素の
少なくとも1％の砂質ローム、シルト質ロー
ム、ローム、ローム質砂が推奨

・テクスチャー（砂％、シルト％、粘土％）
・pH
・陽イオン交換容量
・有機炭素
・かさ密度
・保水特性
・微生物バイオマス（好気性試験のみ）

試験土壌採取現場の履歴情報を利用可
能にする。
・正確な位置
･植生被覆
･化学薬品処理
･有機肥料および無機肥料処理
･生物学的材料の追加
･その他汚染

※分解経路の研究には1つの土壌で対応
可、分解速度の算出には少なくとも3つの
土壌が必要

pH；5.5〜8.0、有機炭素含有量；0.5〜
2.5％、微生物バイオマスが全有機炭素の
少なくとも1％の砂質ローム、シルト質ロー
ム、ローム、ローム質砂が推奨

・テクスチャー（砂％、シルト％、粘土％）
・pH
・陽イオン交換容量
・有機炭素
・かさ密度
・保水特性
・微生物バイオマス（好気性試験のみ）

試験土壌採取現場の履歴情報を利用可
能にする。
・正確な位置
･植生被覆
･化学薬品処理
･有機肥料および無機肥料処理
･生物学的材料の追加
･その他汚染

※分解経路の研究には1つの土壌で対応
可、分解速度の算出には少なくとも3つの
土壌が必要

pH；5.5〜8.0、有機炭素含有量；0.5〜
2.5％、微生物バイオマスが全有機炭素の
少なくとも1％の砂質ローム、シルト質ロー
ム、ローム、ローム質砂が推奨

・テクスチャー（砂％、シルト％、粘土％）
・pH
・陽イオン交換容量
・有機炭素
・かさ密度
・保水特性
・微生物バイオマス（好気性試験のみ）

試験土壌採取現場の履歴情報を利用可
能にする。
・正確な位置
･植生被覆
･化学薬品処理
･有機肥料および無機肥料処理
･生物学的材料の追加
･その他汚染

※分解経路の研究には1つの土壌で対応
可、分解速度の算出には少なくとも3つの
土壌が必要

土壌の採取
土壌表面の落ち葉を除き、最上層又は10-
20 cm層を採取

土壌表面の落ち葉を除き、最上層又は10-
20 cm層を採取

土壌表面の落ち葉を除き、最上層又は10-
20 cm層を採取

地下水 記載なし 記載なし 記載なし
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付属資料4.1-1 分解性試験法概要 ⑩-2

機関 OECD EU EPA
試験法番号 307 C23 835.4100、835.4200

試験法名称 土壌中の好気的及び嫌気的形質転換 土壌中の好気的及び嫌気的形質転換
[4100] 土壌中好気的代謝物
[4200] 土壌中嫌気的代謝物

前処理
・採取した土壌を2 mm目のふるいにかけ
てポリエチレンバッグに入れる
・試験前培養（2-28日間）

・採取した土壌を2 mm目のふるいにかけ
てポリエチレンバッグに入れる
・試験前培養（2-28日間）

・採取した土壌を2 mm目のふるいにかけ
てポリエチレンバッグに入れる
・試験前培養（2-28日間）

土壌水分含有量
好気性条件：pF: 2.0-2.5
嫌気性条件（水田）：水飽和

好気性条件：pF: 2.0-2.5
嫌気性条件（水田）：水飽和

好気性条件：pF: 2.0-2.5
嫌気性条件（水田）：水飽和

好気性インキュベーション条件
フロースルーシステム：断続的なフラッシン
グまたは加湿空気による連続的な換気
バイオメーターフラスコ：拡散

フロースルーシステム：断続的なフラッシン
グまたは加湿空気による連続的な換気
バイオメーターフラスコ：拡散

フロースルーシステム：断続的なフラッシン
グまたは加湿空気による連続的な換気
バイオメーターフラスコ：拡散

嫌気性インキュベーション条件

試験物質処理後、30日間（または半減期
またはDT50の短い方）、好気性条件下で
インキュベートされた土壌に水を浸し（1〜
3 cm）、インキュベーションシステムを不活
性ガス（例えば、窒素またはアルゴン）で
洗い流す。
試験システムは、pH、酸素濃度、酸化還
元電位などの測定を可能にし、揮発性製
品のトラップデバイスを含む。拡散による
空気の侵入を避けるため、バイオメーター
タイプのシステムは閉じる。

試験物質処理後、30日間（または半減期
またはDT50の短い方）、好気性条件下で
インキュベートされた土壌に水を浸し（1〜
3 cm）、インキュベーションシステムを不活
性ガス（例えば、窒素またはアルゴン）で
洗い流す。
試験システムは、pH、酸素濃度、酸化還
元電位などの測定を可能にし、揮発性製
品のトラップデバイスを含む。拡散による
空気の侵入を避けるため、バイオメーター
タイプのシステムは閉じる。

試験物質処理後、30日間（または半減期
またはDT50の短い方）、好気性条件下で
インキュベートされた土壌に水を浸し（1〜
3 cm）、インキュベーションシステムを不活
性ガス（例えば、窒素またはアルゴン）で
洗い流す。
試験システムは、pH、酸素濃度、酸化還
元電位などの測定を可能にし、揮発性製
品のトラップデバイスを含む。拡散による
空気の侵入を避けるため、バイオメーター
タイプのシステムは閉じる。
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付属資料4.1-1 分解性試験法概要 ⑩-2

機関 OECD EU EPA
試験法番号 307 C23 835.4100、835.4200

試験法名称 土壌中の好気的及び嫌気的形質転換 土壌中の好気的及び嫌気的形質転換
[4100] 土壌中好気的代謝物
[4200] 土壌中嫌気的代謝物

水田インキュベーション条件

水稲土壌の分解を研究するために、土壌
（5cm以上）を約1-5 cmの水層に浸し、試
験物質を水に適用。（システムは、好気性
条件下で換気。水層のpH、酸素濃度、酸
化還元電位をモニター、報告。試験開始前
に、少なくとも2週間のプレインキュベー
ション期間が必要。

水稲土壌の分解を研究するために、土壌
（5cm以上）を約1-5 cmの水層に浸し、試
験物質を水に適用。（システムは、好気性
条件下で換気。水層のpH、酸素濃度、酸
化還元電位をモニター、報告。試験開始前
に、少なくとも2週間のプレインキュベー
ション期間が必要。

水稲土壌の分解を研究するために、土壌
（5cm以上）を約1-5 cmの水層に浸し、試
験物質を水に適用。（システムは、好気性
条件下で換気。水層のpH、酸素濃度、酸
化還元電位をモニター、報告。試験開始前
に、少なくとも2週間のプレインキュベー
ション期間が必要。

試験物質の適用と処理
土壌試料と試験物質で処理した土壌を培
養フラスコに入れて混合
・試験物質非添加区も同じ条件で培養

土壌試料と試験物質で処理した土壌を培
養フラスコに入れて混合
・試験物質非添加区も同じ条件で培養

土壌試料と試験物質で処理した土壌を培
養フラスコに入れて混合
・試験物質非添加区も同じ条件で培養

pH 5.5-8.0 5.5-8.0 5.5-8.0
反応環境 暗所 暗所 暗所

試験温度（℃）
20±2℃（北国では例えば10±2℃の低
温）

20±2℃（北国では例えば10±2℃の低
温）

20±2℃（北国では例えば10±2℃の低
温）

試験日数 120日間を超えない。 120日間を超えない。 120日間を超えない。

採取と測定

適切な時間間隔でインキュベーションフラ
スコを取り外し、異なる極性の適切な溶媒
で土壌サンプルを抽出、試験物質/分解生
成物の分析。
各サンプリングで2つずつフラスコを使用。
吸収溶液/固体吸収材料は適切なタイミン
グ及び終了時に除去され揮発性物質の分
析。
適用直後の0日目と少なくとも5回のサンプ
リングが必要。（試験物質の減少と分解生
成物の形成が見えるように設定）

適切な時間間隔でインキュベーションフラ
スコを取り外し、異なる極性の適切な溶媒
で土壌サンプルを抽出、試験物質/分解生
成物の分析。
各サンプリングで2つずつフラスコを使用。
吸収溶液/固体吸収材料は適切なタイミン
グ及び終了時に除去され揮発性物質の分
析。
適用直後の0日目と少なくとも5回のサンプ
リングが必要。（試験物質の減少と分解生
成物の形成が見えるように設定）

適切な時間間隔でインキュベーションフラ
スコを取り外し、異なる極性の適切な溶媒
で土壌サンプルを抽出、試験物質/分解生
成物の分析。
各サンプリングで2つずつフラスコを使用。
吸収溶液/固体吸収材料は適切なタイミン
グ及び終了時に除去され揮発性物質の分
析。
適用直後の0日目と少なくとも5回のサンプ
リングが必要。（試験物質の減少と分解生
成物の形成が見えるように設定）
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付属資料4.1-1 分解性試験法概要 ⑩-2

機関 OECD EU EPA
試験法番号 307 C23 835.4100、835.4200

試験法名称 土壌中の好気的及び嫌気的形質転換 土壌中の好気的及び嫌気的形質転換
[4100] 土壌中好気的代謝物
[4200] 土壌中嫌気的代謝物

分解性の指標データ

・試験物質又は分解生成物のいずれかを
定量

・14CO2（無機化率）

・試験物質又は分解生成物のいずれかを
定量

・14CO2（無機化率）

・試験物質又は分解生成物のいずれかを
定量

・14CO2（無機化率）

報告内容

試験物質：名称（化学名等）、CAS番号、構
造式（放射性標識物質が使用される場合
ラベル位置）、物理化学的特性、純度（不
純物）、標識化学物質および比放射能の
放射化学的純度（該当する場合）
基準物質： 分解生成物の特性評価および
/または同定に使用される参照物質の化
学名と構造
 試験土壌：収集場所の詳細、土壌サンプ
リングの日付と手順等
 試験条件：実施日、試験物質量、溶媒と
試験物質の適用方法、試験中にサンプリ
ング土壌の重量、使用したインキュベー
ションシステム、空気流量、温度、インキュ
ベーション中の土壌水分量、抽出/分析の
方法等
結果：微生物活性測定の結果、分析法の
再現性と感度、回収率、初期用量の％結
果の表、物質収支、揮発性化合物の定
量、半減期または試験物質のDT50 、
DT75、DT90、（主要な分解生成物）、無菌
条件下での非生物分解速度の推定、試験
物質、主要な分解生成物の分解動態の評
価、分解経路
結果の議論と解釈
生データ

試験物質、土壌、試験条件の詳細な記述
と結果

試験物質、土壌、試験条件の詳細な記述
と結果
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付属資料4.1-1 分解性試験法概要 ⑩-3

機関 EPA
試験法番号 835.5154
試験法名称 土壌表層の嫌気的生分解

試験目的、概要、背景等
・有機物質の嫌気性微生物分解率を求める試験法
・試験物質の分解速度定数を計算
・速度定数は、廃棄物管理施設から地下水に浸出する有機物質の運命を評価するアルゴリズムに統合

適用範囲 記載なし

試験物質濃度 30倍違いのものを3レベル調整

土壌

・地表下の土壌を採取する。加える水は地下水とする。
・次表層土壌、地下水はそれぞれ6地で2つずつ採取する。
・化学物質分解試験、バイオマス分析（従属栄養、硫酸還元、メタン細菌）、物理か悪補助変数（pH、陽イオン効果容量、全
有機炭素、塩基飽和％、シルト％、砂％、粘土％、酸化還元電位、無灰乾燥重量％）を試験する。

土壌の採取
コアバレル（岩芯管）を使用して採取する。
・コアの5㎝までを押し出し、コアの中央30-35㎝を押し出し、コア物質の外側1㎝を削り取る。
・サンプリングをした次表層土壌すぐに窒素ガスで充満した嫌気的容器に入れる。

地下水
地下水は表面をサンプリングする。
0.22μmフィルターでろ過し、窒素パッケージ。

試験物質の適用と処理
・地表面下物質と地下水のスラリー（20㎎乾燥（103℃）重量相当の固体と８０mL地下水）でボトルを完全に満たす。
・無菌の対照試料は毎日1時間3日間連続でオートクレーブ処理をする。

pH
pH：酸性（4.5，6.0）、中性（6.5，7.5）、塩基性（8.0，9.5）。
3種類設定してpHの違いによる分解を確認

反応環境 暗所
試験温度（℃） 10～20℃
試験日数 64日

採取と測定
・0，4，8，16，32および64日目に化学物質の残渣と分解中間生成物の5５未満まで低下したら、その後のミクロコズムの分
析は不要
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付属資料4.1-1 分解性試験法概要 ⑩-3

機関 EPA
試験法番号 835.5154
試験法名称 土壌表層の嫌気的生分解

分解性の指標データ
・試験物質またはその変化物のいずれかを定量
・分解中間物の分析は、試験物質が25％以上の減衰レベルになったとき必要

報告内容 試験物質、土壌、試験条件の詳細な記述と結果
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付属資料4.1-1 分解性試験法概要 ⑪-1

機関 OECD EPA
試験法番号 TG316 835.2210

試験名称
Phototransformation of Chemicals in Water - Direct
Photolysis
水中における化学物質の光変換－直接光分解

Direct Photolysis Rate in Water By Sunlight
日光による水中での直接光分解速度

試験の目的

表層水中の化学汚染物質の日射による潜在的な影
響の評価
※直接光分解速度定数、光分解経路、光分解生成
物の濃度、特定、生成と減少の速度

日光による化学物質の水中直接光分解速度と半減
期の決定（スクリーニングレベル）

適用範囲
地表において日照の290nm以上で顕著な光吸収を示
す物質

290～800nmでUV/VISの吸収極大を持つすべての化
学物質（試薬級のみ）
※吸収極大ではなくとも290nm以上にベースラインを
超える吸収をもつ物質であれば、試験実施可能なこ
ともある。

測定項目

＜理論的スクリーン＞
290-800nm UV/VIS吸収スペクトル測定（物質の性状
により適正なpHを選択）
↓
吸収極大及びモル吸光係数を決定
↓
最大可能直接光分解速度定数（kd(max)）を算出

290-800nm UV/VIS吸収スペクトル（各波長での吸光
度Aλ）測定（物質の性状により適正なpHを選択）

↓
モル吸光係数ελ算出

↓
(kpE)max 、 (t1/2E)min 算出

※(kpE)：日光直接水中光分解速度定数、

half-life (t1/2)：半減期

溶媒
純水（緩衝液）、共溶媒（アセトニトリル等）使用しても
よい（<1%)、滅菌・酸素飽和必要

水（緩衝液）
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付属資料4.1-1 分解性試験法概要 ⑪-1

機関 OECD EPA
試験法番号 TG316 835.2210

試験名称
Phototransformation of Chemicals in Water - Direct
Photolysis
水中における化学物質の光変換－直接光分解

Direct Photolysis Rate in Water By Sunlight
日光による水中での直接光分解速度

計算式
1日の平均日射度Lλ（緯度40度 or 50度、夏季）を代

入して、最大直接光分解速度定数を算出。対応する
半減期t1/2を求める。

ランベルト-ベールの法則 Eq 15:

Eq 1: ln(Co/Ct) = kpEt

Eq 2: T1/2E = 0.693/kpE

Eq 3: kpE = φEｋa （ｋa ＝ Σkaλ）

Eq 4: kpE = φEΣελLλ

Eq 5: ln(Co/Ct) = kpt

Eq 6: t1/2 = 0.693/kp

Eq 7: (kpE)max = ΣελLλ

Eq 8: (t1/2E)max = 0.693/(kpE)max

Eq 9: φ
a
E = 0.0169[PYR]

Eq 10: φ
c
E =k

c
p/k

a
p・Σφa

λLλ/Σφ
c
λLλ・φ

a
E

※(kpE)：日光直接水中光分解速度定数、

half-life (t1/2)：半減期

Tier 2に進む基準
光分解半減期 ≦30日
（30日を越える場合：直接光分解は無視できる）

生分解や加水分解などよりも、水中光分解が重要な
変換プロセスであると示された場合。

試験条件（Tier 1）
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付属資料4.1-1 分解性試験法概要 ⑪-1

機関 OECD EPA
試験法番号 TG316 835.2210

試験名称
Phototransformation of Chemicals in Water - Direct
Photolysis
水中における化学物質の光変換－直接光分解

Direct Photolysis Rate in Water By Sunlight
日光による水中での直接光分解速度

測定項目

＜実験的試験＞
光照射区と暗対照区について、試験物質濃度を経時
的に分析する。
↓
直接光分解速度定数を算出する。
↓
天然水中の直接光分解速度を算出する。

＜Phase1＞
試験液中の試験物質濃度の分析、及びPNAP/PYR
光量計中のPNAP濃度の分析
試験物質の光分解速度定数kcp算出

＜Phase2＞
日光反応量子収率ΦcE算出

試験容器
石英チューブ（340nm以下で吸収がある物質に推奨）
またはホウケイ酸チューブ（＞340nmで吸収がある物
質に使える） ※滅菌必要

壁が薄い石英チューブ（340nm以下で吸収がある物
質に推奨）またはホウケイ酸チューブ（＞340nmで吸
収がある物質に使える）、使い捨て培養チューブ ※
滅菌必要

溶媒
純水（緩衝液 pH4-9）、共溶媒（アセトニトリル等）使
用してもよい（<1%)、滅菌・酸素飽和必要

水（緩衝液）

光源
フィルター付キセノンアークランプ（推奨、波長290nm
未満カット） or 太陽光

太陽光

装置 アクチノメーター（光量計）
標準p-ニトロアセトフェノン-ピロリドン アクチノメー
ター（PNAP/PYR光量計）

分析機器、試薬 UV-VIS、LC、GC、LC-MS、GC-MSなど LCなど
試験温度 25±2℃ 記載なし

試験期間
日光暴露で30日間（明暗12時間切り替え）
※フィルター付キセノンアークランプであれば2-3日に
相当

最大28日間（下記参照）
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付属資料4.1-1 分解性試験法概要 ⑪-1

機関 OECD EPA
試験法番号 TG316 835.2210

試験名称
Phototransformation of Chemicals in Water - Direct
Photolysis
水中における化学物質の光変換－直接光分解

Direct Photolysis Rate in Water By Sunlight
日光による水中での直接光分解速度

サンプリング頻度（間隔） 5～7回

・28日以内に試験物質が50-80％変化する場合：最
低5ポイント（t＝0含む、等間隔）
・28日以内に試験物質が20-50％変化する場合：2ポ
イント（t＝0と28日後）
・1～2日で試験物質が50-80％変化する場合：3ポイ
ント（t=0、1日後、2日後）

試験条件（Tier 2）
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付属資料4.1-1 分解性試験法概要 ⑪-1

機関 OECD EPA
試験法番号 TG316 835.2210

試験名称
Phototransformation of Chemicals in Water - Direct
Photolysis
水中における化学物質の光変換－直接光分解

Direct Photolysis Rate in Water By Sunlight
日光による水中での直接光分解速度

速度計算方法

＜直接分解速度定数＞

＜天然表層水中の直接光分解速度定数＞

＜Phase 1＞
ランベルト-ベールの法則 Eq 15

Eq 1: ln(Co/Ct) = kpEt

Eq 2: T1/2E = 0.693/kpE

Eq 3: kpE = φEｋa （ｋa ＝ Σkaλ）

Eq 4: kpE = φEΣελLλ

Eq 5: ln(Co/Ct) = kpt

Eq 6: t1/2 = 0.693/kp

Eq 7: (kpE)max = ΣελLλ

Eq 8: (t1/2E)max = 0.693/(kpE)max

Eq 9: φa
E = 0.0169[PYR]

Eq 10: φ
c
E =k

c
p/k

a
p・Σφa

λLλ/Σφ
c
λLλ・φ

a
E

Eq 16:

※(kpE)：日光直接水中光分解速度定数、

half-life (t1/2)：半減期

＜Phase 2＞

Eq 17:

光分解以外の要因の管理 加水分解、容器などへの吸着、揮発 加水分解、容器などへの吸着、揮発
直接光分解速度定
数の決定

変換生成物特定に対する半
減期の基準

試験物質（親物質）の半減期≦190日

主な光変換生成物
の特定

参照物質 変化物の定量に必要

試験  
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付属資料4.1-1 分解性試験法概要 ⑪-1

機関 OECD EPA
試験法番号 TG316 835.2210

試験名称
Phototransformation of Chemicals in Water - Direct
Photolysis
水中における化学物質の光変換－直接光分解

Direct Photolysis Rate in Water By Sunlight
日光による水中での直接光分解速度

量子収率の決定 計算式（Optional）

他にも数種ある
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付属資料4.1-1 分解性試験法概要 ⑪-1

機関 OECD EPA
試験法番号 TG316 835.2210

試験名称
Phototransformation of Chemicals in Water - Direct
Photolysis
水中における化学物質の光変換－直接光分解

Direct Photolysis Rate in Water By Sunlight
日光による水中での直接光分解速度

<Tier1>
・UV-VISスペクトル
・最大直接光分解速度定数の算出に用いた日射度
（緯度と季節）
・最大直接光分解速度定数及び半減期（計算式）、
Tier2移行の可否。

<Tier2>
【全般的なデータ・結果】
・フィルター付キセノンアークランプの入射光子放射
照度（グラフ）、太陽光を用いた場合は選択した日射
度（緯度と季節）
・試験中の試験物質濃度を示す図表
・各試験系のおおよその直接光分解速度定数及び半
減期（計算式など）
・上記に基づいた30日間日光暴露の推定直接光分
解損失（計算式などの根拠）
【主たる変化物の同定】
・試験中の変化物濃度及び物質収支を示す図表
・主たる変化物の同定結果、生成速度及び消失速度
・変化経路モデル、計算式など
【量子収率】
・光源情報（上記と同様）
・量子収率の算出根拠となったデータ（試験物質濃度
の経時変化を示す図表、アクチノメーター、計算式や
プログラムなど）

データ報告

<Tier1>
・UV-VISスペクトル
・試験液中の試験物質濃度
・吸収セルのタイプと光路長
・波長λにおける吸光度Aとモル吸光係数ε
・最大光分解速度定数及び半減期
・試験物質の定量方法
・溶媒情報（pHなど）
・試験物質情報
・分光光度計

<Tier2>
・各試験区における初期の試験物質濃度及び時間ｔ
における試験物質濃度（図表含む）
・アクチノメーターにおけるPNAP及びピロリドンの初
期濃度及び時間tにおける濃度
・実験の開始及び終了日時
・光分解速度定数kp及び半減期t1/2
・反応量子収率Φ
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付属資料4.1-1 分解性試験法概要 ⑪-1

機関 OECD EPA
試験法番号 TG316 835 2210

試験名称
Phototransformation of Chemicals in Water - Direct
Photolysis
水中における化学物質の光変換－直接光分解

Direct Photolysis Rate in Water By Sunlight
日光による水中での直接光分解速度

・一般的情報（試験物質・ラボ・試薬・機器装置など）
・実験的情報（試薬・器具・装置、分析方法、LOD及び
LOQなど）

初

・
・反 量

試験報告書内容
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付属資料4.1-1 分解性試験法概要 ⑪-2

機関 EPA
試験法番号 835.2240

試験名称
Photodegradation in Water
水中光分解

試験の目的
環境中の水系に導入された農薬について、光分解速度と半減期に関するデータを用いて、太陽光にばく露されたときの農薬の
安定性を判断し、環境残留性、分解生成物、太陽光にばく露されたときの安定性を予測する。

適用範囲 －

試験条件

・温度：25±1℃
・濃度：反応速度論を定義し、形成された光分解生成物の分離と識別を可能にするレベルで、1つ以上の濃度の試験物質を使
用する
・光源：自然光またはシミュレートされた（290 nmを超えるUV波長を含む）太陽光
・対照区：暗条件非照射サンプルを設定
・試験期間、サンプリング間隔：サンプリングは4回以上。試験物質の半分が分解後、または30日間の自然光（12 時間光/日）ば
く露30日後のいずれか早い方で少なくとも1回観察
・補足：光分解生成物の同定試験を実施することもできる。

試験報告書内容

・試験方法
・試験物質
・光源
・光分解生成物
・水
・試験機器
・分析方法
・結果/議論：親化合物またはその分解生成物の生成および減少の速度に関するデータ、速度データ、速度定数、表形式の
データと分解度曲線のグラフ
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付属資料4.1-1 分解性試験法概要 ⑪-3

機関 EPA
試験法番号 835.5270

間接光分解スクリーニング試験：腐植物質が溶解した水中での日光による光分解

・天然水域の太陽光の光反応速度定数（kPE）の測定に関する試験法
・市販の腐植物質を含む水（合成腐植水、SHW）における物質の間接光分解速度定数（kIE）の測定
・kPEは、直接光分解速度定数（kDE）と間接光分解速度定数（kIE）の2つの1次反応速度定数の合計で
ある
・純水を用いると直接光分解速度定数が測定できるので、当該試験でkPEを求めることで、kIEが求めら
れる
・kDEは一度測定すると、季節や緯度の違いに対して計算で求めることができるが、kIEは、特定の季節
と緯度にのみ適用される

位置づけ等 ・目的は定義された再現可能な条件下でSHWを希釈し、標準混合物を準備すること。

試験法
・腐食物質（フミン酸）を水酸化ナトリウム溶液に加えてpH調整後、直射日光に当て、SHW原液を作成
する。（SHW溶液は冬に7日間の日光を当てるとほぼ一定の速度定数で光退色することが実証されてい
る）

位置づけ等

・PW（純水）およびSHW（合成腐食水）に対する試験物質のおおよその太陽光分解速度定数と半減期
が求まる。
・目的は特定の時期および緯度における化学物質の直接および間接の太陽光光分解速度定数を評価
することである。
・フェーズ3に必要なSHWの化学物質の大まかな速度定数を提供することが可能である。
・直接光反応速度定数と比較することにより、化学物質が間接的な光反応の影響を受けるかどうか、
フェーズ3の試験が必要かどうかを確認できる。（SHWの光反応速度がPWの光反応速度よりも2倍以上
大きい場合、試験物質は間接的な光反応を受けやすく、フェーズ3が必要）

試験法

・純水（PW）または合成腐食水（SHW）保存液が体積で9：1の混合溶液を調製（処理区）、対照区は純水
のみ。
・これらを石英管に入れ密閉しサンプルとする。
・明処理、暗処理で合計48本のサンプルを使用する。
・サンプリングタイミングを設定し、吸光度の測定によって物質の損失を確認する。
・試験は晴天時に実施する。

試験名称

試験の目的

試験方法（フェーズ1）
合成天然水の調製と標準化

試験方法（フェーズ2）
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付属資料4.1-1 分解性試験法概要 ⑪-3

機関 EPA
試験法番号 835.5270

間接光分解スクリーニング試験：腐植物質が溶解した水中での日光による光分解試験名称

基準

・1日に処理区で分解（変換）が20％未満の場合、2日目、4日目、8日目、16日目、または分解（変換）が
20％に達するまで、処理区と対照区の測定を繰り返す。 試験は16日までとし、16日目に処理区の光分
解（変換）が20％未満の場合、当該物質は「光不活性」となり、フェーズ3は適用されない。
・1日目の終わりに処理区で80％を超える光反応があった場合、残りの暗条件対照区および処理区を
それぞれ8個使用して次の実験を繰り返す。
・暗条件処理区、対照区のサンプルを太陽光にあて、1時間、2時間、4時間、および8時間後に分析す
る。
・1時間後の分析で80％を超える分解（変換）が生じた場合、「半減期は1時間未満」と結論され、「光不
安定性」となり、フェーズ3は適用されない。
（ただしいずれも暗条件サンプルの分解がないことが前提）
・処理区と対照区の速度定数は日射時間に応じたt値（時間）を入力して所定の式によって計算し、比率
（R）を求める。
・0<R<1の場合：フェーズ3の適用なし、1<R<2の場合：フェーズ3をオプションで実施、R>2の場合：フェー
ズ3を実施。

位置づけ等

・サンプルチューブ内の間接光分解速度定数であるkI0を測定し、天然水中の試験化学物質のkPEを計
算することが目的である。
・フェーズ2においてSHWの半減期が1時間～50日間の範囲に有る物質に適用する。

試験法

・SHW、純水の試験溶液（処理区、対照区）は光量計（PNAP / PYR）溶液と並行して照射されてそれぞ
れ吸光度を求める。（それぞれ光照射サンプルと暗条件対照を設ける）
・PNAP / PYR光量計の光分解速度定数（kA）を使用して、線形回帰により試験物質の速度定数（k）を
評価する。
・緯度と季節の違いによるPNAPの一日当たり光吸収平均速度定数が規定されている。

試験方法
スクリーニング試験

試験方法（フェーズ3）
光量計による間接光反応：
kIE およびkPEの計算
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付属資料4.1-1 分解性試験法概要 ⑪-3

機関 EPA
試験法番号 835.5270

間接光分解スクリーニング試験：腐植物質が溶解した水中での日光による光分解試験名称

・分析手順の詳細な説明（校正、精度の説明を含む）
・（抽出する場合は）抽出方法と回収データの説明
・光分解試験の実施場所、緯度
・光分解の日付、気象条件、光ばく露回数、光ばく露時間
・（溶剤使用した場合）体積濃度
・純水とSHW の対照区溶液で試験化学物質の著しい損失が発生した場合の考察等
<フェーズ2の結果として>
・対照区、処理区のモル濃度
・光反応が20～80％の時点のkP（光以外の要因による損失があった場合の考慮含む）
・処理区と対照区の速度定数の比（R）
・kpE、kDEの計算値
<フェーズ3の結果として>
・対照区、処理区、PNAPの初期モル濃度
・処理区の初期吸光度
・光分解試験開始日時、試験完了日時、光分解時間
・サンプリングタイミングごとの対照区、処理区の吸光度
・各データの計算値
・線計回帰分析から求める傾き係数と相関係数
・光量計、SHWの速度定数
・半減期

報告内容
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付属資料4.1-1 分解性試験法概要 ⑫-1

機関 EPA
試験法番号 835.2310

試験名称
Maximum Direct Photolysis Rate in Air from UV/Visible Spectroscopy
大気中の最大直接光分解速度（UV /可視分光法）

試験の目的 大気中の最大直接光分解速度定数と最小半減期の推定（一段階のスクリーニングテスト）

適用範囲
290～800nmでUV/VISの吸収極大を持つすべての化学物質（試薬級のみ）
※吸収極大ではなくとも290nm以上にベースラインを超える吸収をもつ物質であれば、試験実施可能なこともあ
る。

試験条件①UV/可視分光光度計
試験条件①UV/可視分光光度計：ダブルビーム分光光度計を推奨。高感度。270-800nmスキャン可能。4nmで
分光可能。長さ10cm以上のセルをセット可能。

試験条件②セル 試験条件②セル：光路が長いセルが好ましい（通常10cm以下が多い）。適切なガスセル（フローセル？）。

試験条件③気体処理システム 試験条件③気体処理システム：適切なシステム（Fig.2参照、パイレックスガラスで組む）

サンプル前処理方法
・常温で気体の場合：システムにガス容器を接続。
・常温液体の場合：システムの液体リザーバーに入れる。

スペクトル取得手順
①セルの光路長測定、②試験物質の気相スペクトル測定（波長280nm以上での吸光度を測定）、③試験物質
の溶液スペクトル測定（波長280nm以上での吸光度を測定）

取得データ及び報告内容

・試験化学物質の名称、構造、純度
・適切な基準物質に関するスペクトル
・分光光度計の名称、モデル
・分光光度計で使用されるさまざまな制御設定（スキャン速度、スリット幅など）
・異常値等
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付属資料4.1-1 分解性試験法概要 ⑫-2

機関 EPA
試験法番号 835.2370

試験名称
Photodegradation in Air
大気中光分解

試験の目的
大気に放出された農薬について、光分解速度と半減期に関するデータを用いて、太陽光にばく露されたと
きの農薬の安定性を判断し、環境残留性、分解生成物、太陽光にばく露されたときの安定性を予測する。

適用範囲 －（実施前にEPAと事前協議を行う）

試験条件

・温度：30℃
・濃度：光分解生成物の分離と識別を可能にするレベルで、1つ以上の濃度の試験物質を使用する
・光源：太陽光、予想される使用条件にあった波長の光
・対照区：暗条件非照射サンプルを設定
・試験期間、サンプリング間隔：サンプリングは4回以上。試験物質の半分が分解後、または30日間の自然
光（12 時間光/日）ばく露30日後のいずれか早い方で少なくとも1回観察。試験期間は最大30日間。

取得データ及び報告内容

・試験方法
・試験物質
・光源
・光分解生成物
・試験装置
・分析方法
・結果/議論：親化合物またはその分解生成物の生成および減少の速度に関するデータ、速度データ、速
度定数、表形式のデータと分解度曲線のグラフ
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付属資料4.1-1 分解性試験法概要 ⑬

機関 EPA
試験法番号 835.2410

試験名称
Photodegradation on Soil
土壌中光分解

試験の目的
農薬が日光にばく露された際の、環境残留可能性、生じる可能性のある光分解生成物、安定性を予測する
ために、土壌中光分解試験によって、光分解性農薬の環境中消失に関するデータと、光分解によって土壌表
面に形成される分解生成物の性質と残留性に関するデータを取得する。

適用範囲 FIFRAの試験要求を満たすために使用される。

試験物質の情報
・製品の各有効成分の製品グレードまたは純粋なグレードで実施する。
・放射性標識化合物が使用される場合（推奨）、有効成分の分析グレードで実施する。

濃度設定 光分解生成物の分離と同定が可能なレベルで、1つ以上の設定濃度を設ける。

光源 予想される使用条件にあったあるいはシミュレートする光のスペクトルを用いる。

温度 18-30℃、±1℃以内に維持する。

使用土壌
OPPTS 835.4100（好気性土壌代謝試験）で指定されている土壌（砂質ローム、シルトローム、使用場所に適
した土壌）の１つを使用する。

対照区 光ばく露のない暗条件を設定する。

試験期間、サンプリング

・4回以上のサンプリングを行う。
・試験物質の半分が分解した後、または試験開始30日後のいずれか早い方に少なくとも1回の観察が行われ
るように設定する。
・試験期間は最大30日とする。
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付属資料4.1-1 分解性試験法概要 ⑬

報告内容

・試験方法：試験デザインと手順の説明
・試験物質：試験物質名称、有効成分の名称、分子構造、化学組成、製造業者（ロット、サンプル番号等）、物
理化学的性状（pH、安定性に関する情報を含む）（放射性標識物質を使用する場合には純度、活性、標識部
位、使用同位体等）
・光源：太陽光の場合は、入射光強度、ばく露時間、緯度、時期等、人工光の場合は、性質、強度、波長、分
布、ばく露時間（人工光と自然光の強度の関係）
・光分解生成物：10％を超える収率で生じた生成物の同定、親物質との物質収支、半減期推定値
・土壌：土壌の由来、特性、前処理、農薬の散布方法
・試験機器：機器の種類や動作条件、試薬、光の波長や強度を測定する機械
・分析方法：方法、検証データ、検出限界、回収率、品質管理手順、クロマトグラム等を含む結果（前処理方
法含む）
・結果：用いた数式、グラフ等含む

79/79



 

 

 

 

 

付属資料 4.1-2 

蓄積性試験法概要 

  



付属資料4.1-2 蓄積試験法概要 蓄-1

試験法 OECD EU OECD EU OECD EU EPA
試験法No 305-I C13-I 305-II C13-II 305-III C13 850 1730

試験法名称
魚類生物濃縮：水ばく露及び餌料投与
魚類水ばく露濃縮度試験

魚類生物濃縮：水ばく露及び餌料投与
魚類水ばく露濃縮度試験

魚類生物濃縮：水ばく露及び餌料投与
簡易水ばく露試験

魚類生物濃縮：水ばく露及び餌料投与
簡易水ばく露試験

魚類生物濃縮：水ばく露及び餌料投与
餌料投与魚類濃縮度試験

魚類生物濃縮：水ばく露及び餌料投与
III 餌料投与魚類濃縮度試験

魚類生物濃縮度係数（BCF）

試験の範囲、目的

・流水システムの下で水中の試験物質にばく露された魚の取込
および排泄速度定数と生物濃縮係数（BCF）を決定する
・試験物質が親化合物や主な代謝物として蓄積するかどうかを
特定し、定常状態でこれらの主な代謝物の蓄積を同定・定量化
する
・BCFは魚および食物連鎖の上位にある他の生物（ヒトを含む）
に対するリスク評価に用いられる
・EPAが水生環境に試験物質が存在する有害性とリスクを評価
する際に、この試験のデータを使用する

適用範囲 －

生物種
ゼブラフィッシュ、ファットヘッドミノー、コイ、メダカ、グッピー、ブ
ルーギル、ニジマス等（表4参照）

基準物質 －

取込期間
28日間あるいは定常状態に達するまで。最大60日間。
物質による（事前検討で取込期間の推定を行う）。

排泄期間
魚体中の試験物質が95％消失するに十分な期間。これが非現
実的なほど長い場合、取込期間の2倍程度でも良い。（事前に排
泄期間の予測を行う。）

試験魚の数 サンプリングタイミングにつき1濃度あたり最低4尾。

試験水
表層水、地下水、reconstituent water、天然/人工海水（塩水種
の場合）

照明時間 12-16hr（強度：約540-1080ルクス）
温度 試験生物にあわせ、±2℃で維持。
試験環境 溶存酸素濃度＞60％

試験物質濃度
・取込段階中に少なくとも2つの10倍離れた濃度と適切な対照区
を使用して、試験物質の生体内濃度値を決定する

対照区 希釈水対照区（又は同一の溶媒対照区）

水質測定項目

サンプリング
タイミング

処理区は取込段階で少なくとも5回、排泄段階で少なくとも4回

魚サンプルの
分析/測定

・成長測定
・脂質含有量測定
・試験物質濃度測定
・必要に応じて代謝物の測定

結果の表記

生物濃縮係数（BCFss)＝定常状態におけるCf（平均）/定常状
態）におけるCw（平均）
k1（取り込み速度定数）
k2（排出速度定数）
濃縮係数（BCFK)＝k1/k2

報告内容

・背景情報
・ガイドラインの逸脱
・試験物質：名称、構造情報、物理化学的性状、保管条件、安定
性、調製方法等
・試験生物：学名、系統、由来、前処理、順化、性別、サイズ、脂
質含量等
・試験システムと条件：試験手順、試験設計、給餌条件、処理区
/対照区への魚の割当方法、光、温度等
・結果：予備試験結果、処理区/対照区の死亡率、試験環境の
結果、分析の説明、魚体脂質含有量、魚体中物質濃度、統計方
法、取込曲線、k1、k2、BCFSS、BCFK等

生物濃縮係数（BCFss)＝定常状態におけるCf（平均）/定常状態）におけるCw
（平均）
k1（取り込み速度定数）
k2（排出速度定数）
濃縮係数（BCFK)＝k1/k2

・試験物質：名称、構造情報、物理化学的性状、魚毒性、保管条件、安定性等
・試験生物：学名、系統、由来、前処理、順化、性別、サイズ等
・試験条件：試験手順、試験設計、給餌条件、処理区/対照区への魚の割当方
法、光、温度等
・結果：予備試験結果、処理区/対照区の死亡率、分析の説明、魚体脂質含有
量、魚体中物質濃度、取込曲線、k1、k2、BCFSS、BCFK等

サンプリングタイミングにつき1濃度あたり最低4尾。（雌雄の区別をする）

天然水又はreconstituent water

12-16hr
試験生物にあわせ、±2℃で維持。
溶存酸素濃度＞60％

・2濃度区を設定（物質濃度の高い方（又は最高濃度）を当該物質のLC50値の

1％未満となるように選択、かつ、分析が可能な限り低い2濃度区を設定、公比
10）
・放射性標識化合物の使用も可能。
・水溶解度以下で設定（ただし、特定の溶剤・分散剤も限度濃度以下で使用可
能）

－希釈水対照区（又は同一の溶媒対照区）

溶存酸素、TOC、pH、温度、総硬度、塩分（該当の場合）

処理区は取込段階で少なくとも5回、排泄段階で少なくとも4回

・成長測定
・脂質含有量測定
・試験物質濃度測定
・必要に応じて代謝物の測定

－

－

－

取込段階の中間時、終了時（＝排泄段階の開始時）、 14日後、28日後の4回

－

魚体中の試験物質が95％消失するに十分な期間。これが長い場合、取込期間
の2倍程度でも良い。

・一次取込や排泄が一次反応速度論に従う可能性が高い（読み取り法等で推
定）
・log Kow < 6
・分析可能範囲で十分に水溶性である
・魚体、水中ともに明確に定量化できる

・原則として305-Iと同様の試験を行うが、非極性有機物質を対象に、予備試験
を行った上でサンプリング回数を減らすことができる。

－

－
－
－

－

－

・試験は2つの段階で構成される：ばく露（取込）期とばく露後（排泄）期の2つの
段階で構成される。
・取り込み段階では、1種以上の設定濃度で水中試験物質にばく露される。
・魚体中濃度と水中濃度を測定し、モデル計算することによって取込み速度定
数、浄化速度定数、生物濃縮係数が計算される。
・魚の成長希釈は補正される。
・特別なケースでは魚体の組織別、可食部/非可食部別の分析が行われること
もある。

logPowが1.5-6.0の間の安定な有機化合物。logPow＞6.0でも適用されるときが
ある。
（logPow=9までの物資はBinteinらの式を用いて推定することもある。）

ゼブラフィッシュ、ファットヘッドミノー、コイ、メダカ、グッピー、ブルーギル、ニジマ
ス等（付録3参照）
使用可、推奨物質の記載なし

28日、最大60日まで

最大28日間－

－

－

－（以下、－は試験法Iに同じ）

・試験は2つの段階で構成される：取込期（試験物質添加餌料）と排泄期（未処
理餌料）の2つの段階で構成される。
・試験は流水式（推奨）又は半止水式で実施
・水中の試験物質濃度の分析は不要

・水へのばく露方法で試験が実施できない物質

ニジマス、コイ、ファットヘッドミノー（リングテスト等で使用）（付録3の魚を使用
可）
使用可、推奨物質の記載なし

7-14日間、最大28日間

試験物質：餌料中における試験物質の安定性
試験条件：餌料中の物質の設定濃度、スパイク方法、餌料中試験物質濃度測
定及び平均値、餌の種類、投与重量・頻度等
結果：予備試験結果、処理区/対照区の死亡率、分析の説明、餌中脂質濃度測
定結果、魚体脂質含有量、魚体中物質濃度、k2、半減期、生体内吸収効率、
BMF、成長曲線等

サンプリングタイミングにつき1濃度あたり最低5尾。
28日間の排泄段階を設定した標準的な試験の場合、処理区で59-120尾、対照
区で50-110尾が必要。

天然水又はreconstituent water

12-16hr
試験生物にあわせ、±2℃で維持。
溶存酸素濃度＞60％

・餌料中の試験物質の濃度は、±20％の範囲内

餌料中に試験物質を含まない

－（特に必要ない）

・取込段階および排泄段階の初期段階で餌が腸内に残る可能性が最小になる
ようなタイミング
・排泄段階では、4～6回のサンプリング推奨

・成長測定
・脂質含有量測定
・試験物質濃度測定
・必要に応じて代謝物の測定

α: 生体内吸収効率、I: 給餌量
C0,d：排泄期間開始時の魚体中の試験物質濃度、 Cfood：餌料中の試験物質
濃度、
k2：排泄速度定数、k2g ：成長率で補正した排泄速度定数
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付属資料4.1-2 蓄積試験法概要 蓄-2

試験法 EPA
試験法No. 850.1710
試験法名称 オイスター生物濃縮係数（BCF）

試験の範囲、目的

・流水式システムにおける水溶液中の試験物質にばく露された河口および海洋軟体動物種の摂取および浄化速度定数と生物濃
縮係数（BCF）を決定する
・BCFが500以上の場合、追加の目的として、試験物質が親化合物および/またはその主要代謝産物として蓄積および/または分
解するかどうかを特定し、定常状態におけるこれらの主要代謝産物および/または分解物の蓄積を特定および定量化する
・カキ（Crassostrea virginica）を用いた生物濃縮試験である
・BCFは、軟体動物および食物連鎖の中でその上にある他の生物（人を含む）に対するリスクの評価に役立つ
・環境保護庁は、水生環境に試験物質が存在するハザードとリスクを評価する際に、この試験のデータを使用する

試験の概要

・ばく露（取り込み）フェーズとばく露後（浄化）フェーズの2つのフェーズで構成される
・摂取段階の間、カキはグループ（少なくとも2種の試験物質濃度）ごとに、流水式条件下で連続的にばく露される
・ばく露中は、試験溶液とカキを定期的にサンプリングおよび分析し、試験物質の濃度（必要に応じて主要な分解物および/また
は代謝物）を定量化する
・ばく露期間は通常28日間
・摂取段階の終了時に、残りのカキは、ばく露後（浄化）段階の試験物質を含まない培地に移動される
・浄化段階では、試験溶液とカキを定期的にサンプリングおよび分析し、試験物質の濃度（および必要に応じて主要な分解物およ
び/または代謝物）を定量化する
・浄化段階は、質量の95％が浄化されるまで、または通常最大14日間のいずれか早いほうまで継続される

試験物質 試験する試験物質の純度はできる限り98％以上

試験期間
摂取段階（ばく露期間）：定常状態に達するまで、またはばく露開始28日目のいずれか早い方まで実行する
浄化段階：蓄積された試験物質と代謝物の少なくとも95％が除去されるまで（通常は14日以内）継続する

試験生物 Crassostrea virginica
試験方式 流水式（流量：1 L/時間/個体）
濃度設定 10倍離れた少なくとも2つの濃度区（処理区）、対照区（希釈水又は溶媒）

試験の成立条件
・対照区生物の10％以上が病気、ストレス（異常な行動、過剰な粘液など）、死亡したときは試験不成立
・死亡またはその他の有害作用が1か月あたり5％を超えた場合は試験不成立（延長試験の場合は希釈または溶媒対照区で
30％を超えた場合）

複製数

・サンプリングが可能な数を準備（試験の期間、容器の数、カキのサイズ等によって異なる）
・サンプリングタイミングごとに、最低4つのカキで試験物質濃度を決定する
・例えば、28日間の試験では、摂取（ばく露）段階で最低28個のカキ（7回のサンプリング日ごとに4個のカキがサンプリングされる）
と、浄化段階で追加の20個のカキ（5回のサンプリング日でそれぞれ4個のカキがサンプリングされる）が必要である
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付属資料4.1-2 蓄積試験法概要 蓄-2

試験法 EPA
試験法No. 850.1710
試験法名称 オイスター生物濃縮係数（BCF）

試験装置
・水質特性（pH、塩分、温度など）を決定するための分析機器
・TOC又はCOD測定器

温度 20±2℃（推奨）

pH、塩分
pH：7.5-8.5
塩分：5-12 ppt（非希釈天然水）、20±2 ppm（希釈海水）

光
周期：12時間明/12時間暗、あるいは16時間明/8時間暗
強度：540-1080ルクス

溶存酸素濃度 60-100％（通気は推奨されない）

分析項目
水質検査（温度、pH、DO、塩分濃度等）TOC、DOC、水中試験物質濃度（Cw）、カキ生物体内試験物質濃度、放射性標識試験物
質使用の場合には分解産物、カキ重量（サンプリング時）、カキの脂質含有量、組織の固形分割合

観察項目 試験溶液外観、死亡率、生物外観、行動

結果の処理

・組織中脂質割合の調整
・温度、pH等の統計処理
・水中試験物質濃度
・摂取及び浄化速度定数の決定
・BCFss及びBCFkの決定

指標 BCFss、BCFk、k1（摂取速度定数）、k2（浄化速度定数）
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付属資料4.1-2 蓄積試験法概要 蓄-3

試験法 OECD EU
試験法No. 315 C46
試験法名称 底質貧毛類生物濃縮性 底質貧毛類生物濃縮性

前提

適用範囲

試験原理

試験生物種

水

底質

試験物質の適用

・試験期間中に生物が生育できる底質であること。
・貧毛類が底質に穴を掘る行動を記録する。穴掘り失敗の場合は試験条件を改善する。
・天然底質が使用できない場合、人工土壌を使うことができる。（試験、培養）
・人工底質は成分、粒度分布、TOC、水分含有量、pHを記録する。（酸化還元電位測定はオプション）
・天然底質は採取場所、間隙水のpH及びアンモニア、TOC、粒度分布、水分含有率を記録する。

・底質堆積物に試験物質をスパイクする。堆積物成分を試験物質でコーティングして、湿った堆積物に混合する。
・スパイクされた底質の上に再生水を乗せて平衡化する。（48時間～7日間推奨）

・底生貧毛類は底質中に潜り込み、底質表面下の底質粒子を摂取するため、化学物質に直接接触、汚染底質粒子の摂取、間隙
水や上層水を含む多くの摂取経路を介してばく露されている。
・当該試験は底質の堆積物に物質をスパイクする。
・必要なパラメータは生体内蓄積係数（BAF）、底質の取込み速度定数（ks）、排泄速度定数（ke）
・中性有機化学物質、金属有機化合物に適用可。試験設計を変更しない限り、金属およびその他の微量元素には適用不可。

・3.0〜6.0のlog Kow値を持つ安定した有機物質、およびlog Kow > 6.0を示す超疎水性物質
・界面活性剤または高吸着性物質など、生体内蓄積の可能性が知られている有機物質

・取込段階（ばく露期）とクリアランス段階（ばく露後回復期）が設定される。
・クリアランス段階では、貧毛類を試験物質のない底質水システムに移し、物質が生物によって排泄される速度に関する情報を得
る。（ばく露段階での物質の摂取が重要でない限り、クリアランス段階は常に必要）
・取込段階で定常状態に達していない場合、クリアランス段階の結果を使用して、反応速度（BAFk 、取り込みおよび排泄速度定
数）を決定できる。
・取り込み段階では、BAFがプラトーまたは定常状態に達するまで測定する。
・取込段階期間のデフォルトは28日間。経験上、いくつかの有機物質が定常状態に達するには、12〜14日間の摂取段階で十分で
ある。

・数種の水生貧毛類（Tubifex tubifex、Lumbriculus variegatus、Branchiura sowerbyi）
・参照物質で毒性等を定期的に確認

・試験期間中に生物が生育できる水であること。
・再生水（OECD TG203に規定）
・pH、導電率、硬度等を測定する。
・pH：6-9、硬度：90-400 mg CaCO3/L
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付属資料4.1-2 蓄積試験法概要 蓄-3

試験法 OECD EU
試験法No. 315 C46
試験法名称 底質貧毛類生物濃縮性 底質貧毛類生物濃縮性

ばく露期間

クリアランス期間

生物数

底質と水の比

光、温度

試験物質濃度

試験区の設定

貧毛類、底質、水の
サンプリングと分析

分析

・最初のサンプルは、摂取段階の開始から4〜24時間後に採取する
・取込段階は最大28日間。

・開始4-24時間後にサンプル採取。
・試験物質濃度が定常状態の濃度の10％未満の場合、又は最大10日後になったら、クリアランス段階を終了。
・クリアランス段階の終了時の貧毛類の残留レベルは二次エンドポイントとして報告。

・1個体が大きい種では、1チャンバーに1匹でサンプリングポイントごとに5連で実施。
・小さいものは試験動物の濃度が低くなるように設定。

推奨される底質と水の比率は1：4

光周期：16時間
光強度：約500-1000ルクス
温度：20±2℃

・可能な限りの低濃度区が試験に使用される。
・低濃度区よりも高い濃度区が2番目の濃度区として使用されることがある。
・定常状態又は28日後にサンプル採取して分析し、低濃度区のBAFを確認する。
・低濃度区が検出限界値に近い場合は放射標識物質の使用が推奨される。

・処理区の複製は少なくともサンプリングポイントごとに3つ必要である。
・クリアランス段階への移行は処理区から非処理区に生物を移動させるため、処理区と同じ数の複製を準備する。
・陰性対照区は少なくとも9回（開始時3回、取込終了時3回、排泄終了時3回）。水以外の溶媒を使用する場合は溶媒対照区を追
加。

・生物追加前、取込段階、クリアランス段階で水、底質をサンプリング。
・取込段階とクリアランス段階の間に少なくとも6回、生物、底質、水をサンプリング。
・プラトー状態が確立されるまで又は28日後までサンプリング。

・損失を最大限に少なくする。（蒸発した試験物質を保持する吸収剤を回収し、記録する）
・放射性標識物質使用の場合には、総放射能を分析する。
・取込段階終了時に分解生成物が10％を超えていたら分解生成物の同定が必要。
・貧毛類1匹ごとの蓄積量をはかることは難しいので複数を一度に測定する。
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付属資料4.1-2 蓄積試験法概要 蓄-3

試験法 OECD EU
試験法No. 315 C46
試験法名称 底質貧毛類生物濃縮性 底質貧毛類生物濃縮性

結果の処理

試験物質（物理化学的特性、物質同定データ、放射性標識されている場合、標識原子の正確な位置、比放射能、および不純物に
関連する放射能の割合等）

試験生物種（学名、系統、ソース、前処理、順化有無、齢、サイズ範囲など）

試験条件
・使用した試験手順（例：止水、半止水、または流水）
・照明の種類と特性、および光周期
・試験設計（例：チャンバーの数、材料、サイズ、水量、底質量、水量の交換率（流水または半止水式の場合）、試験前後に使用し
たエアレーション、反復回数、複製ごとの貧毛類生物数、試験濃度区数、取込およびクリアランス段階の期間、サンプリング頻度）
・被験物質の調製方法
・設定試験濃度
・人工水と底質の成分の供給源
・底質の特性、温度、pH、アンモニウム、総硬度、溶存酸素濃度によって特徴付けられる、試験室内の水質
・水、底質、および貧毛類のサンプルの処理に関する詳細情報、試験物質の回収率  等
 
結果
・各試験室での対照区生物と処理区生物の死亡率、および異常行動
・底質および試験生物の湿重量、乾燥重量
・貧毛類生物の脂質含有量
・貧毛類生物への試験物質の取り込みと排泄動態、および定常状態になるまでの時間を示す曲線
・すべてのサンプリング時間のCa 、Cs およびCw
・クリアランス段階終了時の残留物（NER）
・統計分析方法
 
結果の評価
・有効性基準への結果の準拠
・予期しない又は異常な結果（例えば、試験動物からの試験物質の不完全な排泄）
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付属資料4.1-2 蓄積試験法概要 蓄-4

試験法 OECD EU
試験法No. 317 C30
試験法名称 陸生貧毛類生物濃縮性 陸生貧毛類生物濃縮性

前提

適用範囲

試験原理

試験の有効性

試験生物種

・ミミズなどの陸生生物への水生生物蓄積性データの外挿は難しい。
・EU TGDにあるように、化学品の親油性に基づくモデル計算が、土壌中の化学品の生体内蓄積の評価に使用されている。
・陸生生物の蓄積性データは陸生生物の食物連鎖における二次的影響の評価に重要である。
・汚染土壌におけるミミズや昆虫類の生体内蓄積性試験法はASTMに開発されている。
・土壌にスパイクされた物質の生物蓄積性の試験法は陸上生態系の化学品のリスク評価を改善する。
・土壌を摂取する無脊椎動物は土壌に結合した物質にばく露される。陸生貧毛類は土壌の構造と機能に重要な役割を果たしている。
・陸生貧毛類は土壌中に、一部は土壌表面（特に落葉落枝層）に生息している。
・土壌の生物攪乱および餌としての働きにより、陸生貧毛類は、無脊椎動物（捕食性ダニや甲虫など）や脊椎動物（キツネやカモメ）捕食
者の物質に対するバイオアベイラビリティに強い影響を与える可能性がある。
・中性有機化学物質、金属有機化合物、金属およびその他の微量元素に適用可。
・人工土壌、天然土壌で実施。（土壌の由来、pH、有機炭素含有量、粒度分布、保水力を把握）

・重金属、金属
・3.0〜6.0のlog Kow値を持つ安定した有機物質、およびlog Kow > 6.0を示す超疎水性物質
・構造的特徴から生体内蓄積の可能性が知られている物質

・取込段階（ばく露期）とクリアランス段階（ばく露後回復期）が設定される。
・取込段階では、生物は試験物質がスパイクされた土壌にばく露される。
・クリアランス段階では、貧毛類を試験物質のない土壌に移し、物質が生物によって排泄される速度に関する情報を得る。（ばく露段階で
の物質の摂取が重要でない限り、クリアランス段階は常に必要）
・取込段階で定常状態に達していない場合、動態パラメーターの決定は取込段階と排泄段階の結果の同時フィッティングに基づくことが
好ましい。
・取り込み段階では、定常状態に達するまで、又は最大14日間（ヒメミミズ科）、21日間（ミミズ）、サンプリングを行い分析する。

・試験終了までの生物の死亡率（対照区、処理区）は、ミミズで開始時の10％、ヒメミミズ科で20％を超えない。

・ミミズ（Eisenia fetida、Eisenia andrei）、ヒメミミズ科（Enchytraeus albidus、Enchytraeus crypticus、Enchytraeus luxuriosus）
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付属資料4.1-2 蓄積試験法概要 蓄-4

試験法 OECD EU
試験法No. 317 C30
試験法名称 陸生貧毛類生物濃縮性 陸生貧毛類生物濃縮性

土

試験物質の適用

ばく露期間

クリアランス期間

生物数

光、温度

試験物質濃度

試験区の設定

貧毛類、底質、水の
サンプリングと分析

・土壌に試験物質をスパイクする。
・水溶性物質は、土壌と混合する前に水に完全に溶解する。
・難水溶性物質はコーティングにより土壌と混合する。

・定常状態に達したことが証明されない限り、enchytraeidsは14日間、ミミズは21日間（付録3参照）

・開始4-24時間後にサンプル採取
・クリアランス期間21日間の例は付録3参照

・重量測定と化学分析が可能となる生物数を準備する。（複数容器の生物を合算することもある）
・1容器には20個体のenchytraeidsを含み、少なくとも3連。

・試験期間中に生物が生育、繁殖できる土であること。
・貧毛類が土に穴を掘る必要がある。
・TG207に記載された人工土壌の使用が推奨されている。
・汚染されていない天然土壌も試験、培養に利用できる。
・天然土壌は採取場所、pH、TOC、粒度分布、最大保水用量、水分含有率を記録する。使用前に土壌や微量汚染物質の成分分析が望
ましい。

光/暗周期：16時間/8時間
光強度：400-800ルクス
温度：20±2℃

・可能な限りの低濃度区が試験に使用される。
・低濃度区よりも高い濃度区が2番目の濃度区として使用されることがある。
・低濃度区が検出限界値に近い場合は放射標識物質の使用が推奨される。

・処理区の複製は少なくともサンプリングポイントごとに3つ必要である。
・生物学的観察と測定、生物と土壌のバックグラウンド濃度の分析のために、陰性対照区の容器を少なくとも12個を用意（水以外の溶媒
区を追加の場合は4個ずつ複製を増やす）

・生物追加前、取込段階、クリアランス段階で土壌をサンプリング。
・取込段階とクリアランス段階の間に少なくとも6回、生物、土壌をサンプリング。
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付属資料4.1-2 蓄積試験法概要 蓄-4

試験法 OECD EU
試験法No. 317 C30
試験法名称 陸生貧毛類生物濃縮性 陸生貧毛類生物濃縮性

分析

結果の処理

・損失を最大限に少なくする。（蒸発した試験物質を保持する吸収剤を回収し、記録する）
・放射性標識物質使用の場合には、親化合物、代謝物を分析（定量）することが可能。
・分解生成物が10％を超えていたら分解生成物の同定が推奨。
・貧毛類1匹ごとの蓄積量をはかることは難しいので複数を一度に測定する。

生物蓄積係数（BAFss)＝定常状態におけるCa（平均）/定常状態）におけるCs（平均）
（Ca：試験生物中の試験物質濃度、Cs：土壌中の試験物質濃度）
ks（取込速度定数）
ke（排出速度定数）
蓄積係数（BAFK)＝ks/ke
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付属資料4.1-2 蓄積試験法概要 蓄-4

試験法 OECD EU
試験法No. 317 C30
試験法名称 陸生貧毛類生物濃縮性 陸生貧毛類生物濃縮性

報告内容

試験物質（物理化学的特性、物質同定データ、放射性標識されている場合、標識原子の正確な位置、比放射能、および不純物に関連す
る放射能の割合等）
試験生物種（学名、系統、ソース、前処理、順化有無、齢、サイズ範囲など）
 
試験条件
–試験手順
–照明の種類と特性、および光周期
–試験設計（例：容器数、容器材料、サイズ、土壌質量、複製個数、複製ごとの貧毛類生物数、試験濃度区数、取込およびクリアランス段
階の期間、サンプリング頻度）
–被験物質の調製方法
–設定試験濃度
–人工土壌の成分の供給源、前処理の説明、試験動物の生存能力および/または能力の実証結果使用した媒体で再現、土壌の特性
（pH、TOC、粒度分布、水分含有率、）
–貧毛類のサンプルの処理に関する詳細情報、スパイク手順、抽出、分析手順（および精度）の詳細、および試験物質の回収率
 
結果
– 各試験室での対照区生物と処理区生物の死亡率、および異常行動
– 土壌および試験生物の湿重量、乾燥重量
– 貧毛類生物の脂質含有量
– 貧毛類生物への試験物質の取り込みと排泄動態、および定常状態になるまでの時間を示す曲線
– すべてのサンプリング時間のCa 、Cs およびCw
– クリアランス段階終了時の残留物（NER）
– 測定した場合：試験動物で検出された親化合物、分解生成物、および結合残留物の割合（すなわち、一般的な抽出方法では抽出でき
ない試験物質の割合）
– データの統計分析に使用される方法
 
結果の評価
 
– 有効性基準への結果の準拠
– 予期しない又は異常な結果（例えば、試験動物からの試験物質の不完全な排泄）

10/10



 

 

 

 

 

付属資料 6.1-1 

入手文献一覧 

  



















 

 

 

 

 

付属資料 6.1-2 
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付属資料6.1-2

情報源名 分解性 分解度 算出方法 分解生成物 試験方法等 GLP reliability

情報源における

キースタディの

該非

値の種類 値の種類の詳細 備考 文献 ページ番号等 収集年度

1 文献（研究論

文）

biodegradable ethene

vinyl chloride

experimental result Former studies showed dechlorination of

1,2-DCA to mainly ethene and only minor

amounts of vinyl chloride (VC) in D.

mccartyi strain BTF08 whereas strain 195

was reported to metabolically produce VC

and to cometabolically transform it to

ethene.

Triple-element compound-

specific stable isotope analysis

of 1,2-dichloroethane for

characterization of the

underlying dehalogenation

reaction in two

Dehalococcoides mccartyi

strains

Steffi Franke, Christina

Lihl, Julian Renpenning,

Martin Elsner, Ivonne

Nijenhuis, FEMS

Microbiology Ecology,

Volume 93, Issue 12,

December 2017, fix137

令和元年度WoE

2 文献（研究論

文）

biodegradable ethene experimental result RD sequences correlated with

1,2-DCA dechlorination to ethene have been

identified in Desulfitobacterium

dichloroeliminans strain DCA1 (RD DCA1) -

a microorganism that can efficiently

dechlorinate 1,2-DCA using hydrogen as

electron donor - and in situ in a 1,2-DCA

contaminated aquifer (RD 54).

Bacterial diversity and

reductive dehalogenase

redundancy in a 1,2-

dichloroethane-degrading

bacterial consortium enriched

from a contaminated aquifer

Massimo Marzorati,

Annalisa Balloi, Francesca

de Ferra, Lorenzo

Corallo, Giovanna

Carpani, Lieven

Wittebolle, Willy

Verstraete, Daniele

Daffonchio, Microb Cell

Fact 9, 12 (2010).

https://doi.org/10.1186/

令和元年度WoE

3 文献（研究論

文）

biodegradable ethene

vinyl chloride

methane

experimental result When 1,2-DCA was added to the DCA

enrichment culture (treatment A; Table 1),

consumption started after 10 days and

ethene was the predominant product (Fig.

1a). VC accumulation reached 0.61% of the

1,2-DCA consumed (see Section SM-8 in the

supple mental material).

Kinetics of 1,2-Dichloroethane

and 1,2-Dibromoethane

Biodegradation in Anaerobic

Enrichment Cultures

Rong Yu, Hari S.

Peethambaram, Ronald

W. Falta, Matthew F.

Verce, James K.

Henderson, Christopher

E. Bagwell, Robin L.

Brigmon, and David L.

Freedman, Appl Environ

Microbiol. 2013 Feb;

79(4): 1359–1367.

doi:

令和元年度WoE

4 文献（研究論

文）

biodegradable chloroethane

ethene

ethane

methane

3つの河川（Ebro、

Elbe、Danube）の

底質を用いたマイクロ

コズム

（microcosms）

experimental result Under methanogenic conditions, 1,2-DCA

can be reductively dechlorinated to

chloroethane and ethene in sediment from

Ebro river, or to ethene in sediment from

Danube river.

Degradation of 1,2-

dichloroethane by microbial

communities from river

sediment at various redox

conditions

Bas van der Zaan,

Jasperien de Weert,

Huub Rijnaarts, Willem

M.de Vos, Hauke Smiadt,

Jan Gerritse, WATER

RESEARCH 43 (2009)

3207-3216

令和元年度WoE

5 文献（研究論

文）

biodegradable ethylene

chloroethane

ethane

（ethaneはchloroethane

の生分解物として）

The transformation of 1,2-DCA to ethylene,

catalyzed by methanogens, was

shownpreviously (Egli et al. 1987; Belay &

Daniels 1987). We demonstrate here that

methanogens also form CA from 1,2-DCA

and that CA is dechlorinated to ethane.

Reductive dechlorination of

1,2-dichloroethane and

chloroethane by cell

suspensions of methanogenic

bacteria

Christof Holliger, Gosse

Schraa, Alfons J.M.

Stams & Alexander J.B.

Zehnder, Biodegradation

1: 253-261, 1990.

令和元年度WoE

6 文献（研究論

文）

biodegradable CO2

ethylene

chloroethane

chloroethene

Scheme 1. Biodegradation Pathways of 1,2-

DCA in Aqueous Systems and Reported

Ac_c, Valuesの記載より引用

Hydrogen Isotope

Fractionation during the

Biodegradation of 1,2-

Dichloroethane: Potential for

Pathway Identification Using a

Multielement (C, Cl, and H)

Isotope Approach

Jordi Palau, Orfan

Shouakar-Stash, Siti

Hatijah Mortan, Rong Yu,

Monica Rosell, Ernest

Marco-Urrea, David L.

Freedman, Ramon

Aravena, Albert Soler,

and Daniel Hunkeler

Environmental Science &

Technology 2017 51

(18), 10526-10535

DOI:

令和元年度WoE

7 文献（研究論

文）

hydrolyzable vinyl chloride（塩基性条

件での加水分解）

ethylene glycol（中性条

件での加水分解）

Vinyl chloride was found upon alkaline

hydrolysis of both 11-DCA and 12-DCA,

whereas neutral hydrolysis of 12-DCA

produced ethylene glycol.

Homogeneous Hydrolysis Rate

Constants for Selected

Chlorinated Methanes,

Ethanes, Ethenes, and

Propanes,

Peter M. Jeffers, Lisa M.

Ward, Lisa M.

Woytowltch, and N. Lee

Wolfe, Environ. Sel.

Technol. 1989, 23, 965-

969

令和元年度WoE

付属資料6.1-2 情報収集結果（分解性情報）

通し番号

PACS_Name 等

CASRN

11

１，２－ジクロロエタン

107-06-2

CA_IN Ethane, 1,2-dichloro-
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付属資料6.1-2

8 文献（研究論

文）

biodegradable

hydrolyzable

（好気性条件）

2-chliroethanol→2-

chloroacetate→glycolate

→CO2

chloroethane→（加水分

解）→ethanol→CO2

（嫌気性条件）

（加水分解、中性）→

ethylene glycol→

acetate, CO2

（加水分解、塩基性）→

vinyl chloride→CO2

ethene→ethane

（好/嫌気性条件）

Fig. 5. Degradation paths for 1,2-DCA. Natural attenuation of

chlorinated organics in a

shallow sand aquifer

Rosane C.M. Nobre,

Manoel M.M. Nobre,

Journal of Hazardous

Materials 110 (2004)

129-137

令和元年度WoE

9 文献（研究論

文）

biodegradable CO2

chloroethanol

TABLE 11 Blotransformations of halogenated

aliphatic compounds by microorganisms

Transformations of

halogenated aliphatic

compounds

Timothy M. Vogel, Craig

S. Criddle, and Perry L.

McCarty

Environmental Science &

Technology 1987 21 (8),

722-736

DOI:

10 1021/es00162a001

令和元年度WoE

10 REACH登録情

報

Interpretation of

results: other:

under test

conditions

biodegradition

observed

> 90% test mat.

analysis

Method: other:

Laboratory

subculture of soil

inoculum (top

layer). Co-

metabolism of

chlorinated

alcanes in

presence of

methane as

source oof

carbon, under

aerobic conditions

no 2 (reliable

with

restrictions)

key study experimental result Sampling time: 20 d Oxygen conditions: aerobic

Inoculum or test system: other: other

bacteria: methane utilizing mixed culture

enriched from soil

publication (1989) 令和元年度WoE

11 REACH登録情

報

95% Method: other:

Laboratory

(Biodegradation)

2 (reliable

with

restrictions)

supporting

study

experimental result Sampling time: 35 d Oxygen conditions: aerobic

Inoculum or test system: other: other

bacteria: groundwater, mixture of the

strains GJ 10 and DE 1

Stucki, G. et al. (1992) Water

Res. 26, 273 - 278.

令和元年度WoE

12 REACH登録情

報

63% The primary

transformation product

was CO2, confirming a

biological mechanism.

Method: other:

Batch Experiment

2 (reliable

with

restrictions)

supporting

study

experimental result Sampling time: 175

d

Oxygen conditions: anaerobic

Inoculum or test system: other: other

bacteria: methanogen

Bouwer, E.J., McCarty, P.L.,

Appl. Environ. Microbiol. 45,

1286 - 1294. (1983)

令和元年度WoE

13 REACH登録情

報

73% Method: other:

Laboratory

(Biodegradation)

2 (reliable

with

restrictions)

other

information

experimental result Oxygen conditions: aerobic

Inoculum or test system: other: other

bacteria: isolated from subsurface sediments

Enrichment of two trichloroethene

consuming bacterial mix-populations (strain

PM-M, SM-1, isolated from surface-near,

contaminated sediment); 73 % degradation

of both strains.

Phelps, T.J. et al., Environ.

Sci. Technol. 25, 1461 - 1465.

(1991)

令和元年度WoE
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付属資料6.1-2

情報源名 分解性 分解度 算出方法 分解生成物 試験方法等 GLP reliability

情報源における

キースタディの

該非

値の種類 値の種類の詳細 備考 文献 ページ番号等 収集年度

1 文献（研究論

文）

OECD TG 301A〜F及

び310の比較

Analysis based on percentage of

biodegradation and pass

levels revealed that the biodegradation

intensity of test guideline 301C is relatively

weak compared with the intensities of RBTs

using WWTP sludge, and the following

chemical compounds are probably not

biodegraded under test guideline 301C

conditions:

phosphorus compounds; secondary, tertiary,

and quaternary amines; and branched

quaternary carbon compounds.

リン化合物;二級、三級、および四級アミン;および分岐

四級炭素化合物は、TG301Cでは、WWTPスラッジを

使用した易分解性試験と比較して分解度は比較的弱

く、TG301Cの条件下ではおそらく以下の化合物は生

分解されないことが明らかになった。

Comparison of biodegradation

performance of OECD test

guideline 301C with that of

other ready biodegradability

tests

Kayashima (2014)

https://doi.org/10.1002/

etc.2444

令和元年度WoE

2 文献（研究論

文）

dimethylamine

methylamine

ammonium

formaldehyde

formate

CO2

効率的なDMF分解株DM1が分離され、

Methylobacterium sp として同定された。

Molecular Mechanism of N,N-

Dimethylformamide

Degradation

in Methylobacterium sp. Strain

DM1

Lu (2019)

Appl Environ Microbiol.

2019 May 30;85(12). pii:

e00275-19. doi:

10.1128/AEM.00275-19.

令和元年度WoE

3 文献（研究論

文）

15-18時間後にほぼ0% DMF

concentration

TOC

ジメチルアミン（DMA）とモノ

メチルアミン（MMA）（中間

体）

→CO2とNH3

DMF濃度：400

mg/L

Paracoccus sp.株は、DMF分解の中間体としてジメ

チルアミン（DMA）とモノメチルアミン（MMA）を生成

し、最終的にCO2とNH3を生成した。

Biomineralization of N,N-

dimethylformamide by

Paracoccus sp. strain DMF

Shiv Swaroop (2009)

https://doi.org/10.1016/j

.jhazmat.2009.05.138

令和元年度WoE

4 文献（研究論

文）

60時間後に初濃度の約10%

まで減少

DMF濃度 ギ酸、ジメチルアミン、メチルア

ミン、ホルムアルデヒド、アンモニ

ア

DMF濃度：0.5%

v/v

使用菌種：Ochrobactrum sp. DGVK1

DMFを唯一の炭素および窒素源として使用できる細菌

株DGVK1が土壌から単離された。

Complete mineralisation of

dimethylformamide by

Ochrobactrum sp. DGVK1

isolated from the soil samples

collected from the coalmine

leftovers

Veeranagouda, Y.,

Emmanuel Paul, P.V.,

Gorla, P. et al. Appl

Microbiol Biotechnol

(2006) 71: 369.

https://doi.org/10.1007/

s00253-005-0157-9

令和元年度WoE

5 文献（研究論

文）

COD除去効率:80〜90％

(活性汚泥システム)

アミン除去効率: 約90％

(BTFユニット)

TOC ジメチルアミン、ギ酸（アルカリ

条件下）

BTF（Bio-trickling

filter)

新規の化学/生物学的手法を組み合わせた廃水処理

手法が開発され、主な汚染物質であるDMFはアルカリ

性条件下でジメチルアミンとギ酸塩に分解された。

A novel chemical/biological

combined technique for N, N-

dimethylformamide

wastewater treatment

Yingwen Chen (2016)

https://doi.org/10.1080/

09593330.2015.110232

8

令和元年度WoE

6 文献（研究論

文）

40-100%（各種条件）

20-60%（各種条件）

DMF Removal

Percentage (%)

TOC Removal

Percentage (%)

dimethylamine

monomethylamine

ギ酸、アンモニア、メタン、ホル

ムアルデヒド、酢酸、ホルムアミ

ド、N-メチルホルムアミド、メタ

ノール（中間体含む）

DMFのメタン生成分解を目的とした研究で、DMFは酵

素の助けを借りて嫌気条件下でジメチルアミンとギ酸に

変換され、中間体がメチロトローフ/水素栄養栄養メタン

生成により効果的に発酵されてメタンが生成することが

確認された。

Anaerobic treatment of N, N-

dimethylformamide-containing

wastewater by co-culturing

two sources of inoculum

Zhe Kong (2018)

https://doi.org/10.1016/j

.watres.2018.03.078

令和元年度WoE

7 文献（総説） 水溶液中では加水分

解されないが高濃度の

アルカリと処理すると加

水分解される｡

水溶液中では加水分解されないが高濃度のアルカリと

処理すると加水分解されるとの記載。

資料 ジメチルホルムアミド 原, 有機合成化学, 16 (3),

144-149 (1958)

https://doi.org/10.5059/

yukigoseikyokaishi.16.14

4

令和元年度WoE

8 REACH登録情

報

test substance was

boiled in water for

24 hours. Recovery

was >99.9%.

> 99.9 % Recovery Duration: 24 h

pH: 7

Temp.: 100

2 (reliable

with

restrictions)

key study BASF AG, Test on hydrolysis of

Dimethylformamide (1976)

令和元年度WoE

9 REACH登録情

報

DT50 = 50 days 50% % Degradation Light source:

other: mercury

lamp

Relative light

intensity: ca. 10

Sampling time:

50 d

Test condition:

Indirect

2 (reliable

with

restrictions)

key study Haag, W.R. et al., Photo-

sensitized oxidation in natural

water via OH radicals,

Chemosphere 14, 1659-1671

(1985)

令和元年度WoE

CASRN 68-12-2

CA_IN Formamide, N,N-dimethyl-

通し番号 27

PACS_Name 等 Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド
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10 REACH登録情

報

Interpretation of

results: inherently

biodegradable

92% (4d)

95% (7d)

% Degradation equivalent or

similar to OECD

TG 302 B

no 2 (reliable

with

restrictions)

key study Oxygen conditions:

aerobic

Inoculum or test

system: activated

sludge, non-adapted

Duration of test

(contact time): 7 d

study report (1976) 令和元年度WoE

11 REACH登録情

報

Interpretation of

results: readily

biodegradable

1% (7d)

4% (14d)

100% (21d)

DOC removal EU Method C.4-B

OECD Guideline

301 E

2 (reliable

with

restrictions)

key study Oxygen conditions:

aerobic

Inoculum or test

system: other:

municipal waste

water treatment

plant effluent

Duration of test

(contact time): 21 d

study report (1989) 令和元年度WoE
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情報源名 分解性 分解度 算出方法 分解生成物 試験方法等 GLP reliability

情報源における

キースタディの

該非

値の種類 値の種類の詳細 備考 文献 ページ番号等 収集年度

1 REACH登録情

報

The hydrolysis of

Thiram occurs in

alkaline and

neutral media

much more rapidly

than under acidic

condition.

68.5 d (pH 5, 25°C)

3.5 d (pH 7, 25°C)

6.9 h (pH 9, 25°C)

DT50 Carbon disulfide US EPA Ref.:

161-1, Hydrolysis

Studies

yes 2 (reliable

with

restrictions)

key study migrated

information: read-

across from

supporting substance

(structural analogue

or surrogate)

試験物質：14C-Thiram study report (1991) 令和元年度WoE

2 REACH登録情

報

A short photolysis

half-life of 8.8

hours indicates

that the 14C-

THIRAM breaks

down rapidly in

water, when

  l

8.8 h Predicted

environmental

photolytic half-

life

CS2

The unstable degrades

were most likely

dimethyldithiocarbamic

acid (DMDTC) and

dimethylaminothioxome

thanesulfenic acid

(DM TMS)

EPA Guideline

Subdivision N

161-2

yes 2 (reliable

with

restrictions)

key study migrated

information: read-

across from

supporting substance

(structural analogue

or surrogate)

試験物質：Tetramethyl[14C]thiuram

disulphide (14C-THIRAM)

Buffers: pH 5 Acetate buffer

Light source: sunlight

Duration: 54 h

Temp.: 25 °C

Initial conc. measured: 8.9 mg/L

study report (1990) 令和元年度WoE

3 REACH登録情

報

4.1 h Predicted

environmental

photolytic half-

life

OECD Guideline

draft

(Phototransforma

tion of Chemicals

in Water - Direct

and Indirect

Photolysis)

yes (incl.

certificate)

2 (reliable

with

restrictions)

key study migrated

information: read-

across from

supporting substance

(structural analogue

or surrogate)

試験物質：Tetramethyl[14C]thiuram

disulphide (14C-THIRAM)

Buffers: Phosphate buffer at pH 7

Light source: Xenon lamp

Duration: 24 h

Temp.: 20 °C

Initial conc. measured: 10.25 mg/L

study report (1994) 令和元年度WoE

4 REACH登録情

報

From the results of

this study it can be

concluded that

under aerobic

conditions THIRAM

is very fast

degraded to

several polar minor

metabolites and

then mineralised to

CO2.

0.7 d DT50 BBA Guidelines,

Part IV, Section

5-1 (December

1990)

yes (incl.

certificate)

2 (reliable

with

restrictions)

key study migrated

information: read-

across from

supporting substance

(structural analogue

or surrogate)

試験物質：Tetramethyl[14C]thiuram

disulphide (14C-THIRAM)

Oxygen conditions: aerobic

Inoculum or test system: natural water /

sediment

Duration of test (contact time): 10 d

Initial conc.: 16.26 µg/L (act. ingr.)

study report (1995) 令和元年度WoE

5 REACH登録情

報

From the results of

this study it can be

concluded that

14C-THIRAM is

very rapidly

degraded

1.9 d DT50 mainly to 14CS2,

14CO2 and to at least

20 minor metabolites,

which were further

degraded to CO2, other

small fractions and

disappeared by

adsorption to sediment.

BBA Guidelines,

Part IV, Section

5-1 (December

1990)

yes (incl.

certificate)

2 (reliable

with

restrictions)

key study migrated

information: read-

across from

supporting substance

(structural analogue

or surrogate)

試験物質：Tetramethyl[14C]thiuram

disulphide (14C-THIRAM)

Oxygen conditions: aerobic

Inoculum or test system: natural water /

sediment

Duration of test (contact time): 101 d

Initial conc.: 1.195 mg 14C Thiram/L water

study report (1992, 1999) 令和元年度WoE

6 REACH登録情

報

TMTD technical is

classified as not

ready

biodegradable

using the closed

bottle test.

20% O2 consumption OECD TG 301 D yes 2 (reliable

with

restrictions)

key study migrated

information: read-

across from

supporting substance

(structural analogue

or surrogate)

試験物質：TMTD technical

Oxygen conditions: aerobic

Inoculum or test system: activated sludge,

domestic, non-adapted

Duration of test (contact time): 28 d

Initial conc.: 2.067 mg/L

study report (1985) 令和元年度WoE

7 REACH登録情

報

TMTD technical is

classified as not

ready

biodegradable

using the closed

bottle test.

40% O2 consumption OECD TG 301 D yes 2 (reliable

with

restrictions)

key study migrated

information: read-

across from

supporting substance

(structural analogue

or surrogate)

試験物質：TMTD technical

Oxygen conditions: aerobic

Inoculum or test system: activated sludge,

domestic, non-adapted

Duration of test (contact time): 28 d

Initial conc.: 10.2 mg/L

study report (1985) 令和元年度WoE

8 REACH登録情

報

100% (#1, 64d)

100% (#2, 64d)

94.4% (#3, 120d)

100% (#4, 64d)

radiochem.

meas.

(dimethylamino)(oxo)m

ethanesulfonic acid

EU Method C.23 yes 2 (reliable

with

restrictions)

key study migrated

information: read-

across from

supporting substance

(structural analogue

or surrogate)

試験物質：14C-[thionil] Thiram

Oxygen conditions: aerobic

Soil properties: #1 sandy loam, #2 sandy

clay loam, #3 clay

Duration: 120 d

Initial conc.: 24.4 mg/kg soil d.w. (act.

ingr.)

study report (2000) 令和元年度WoE

PACS_Name 等 テトラエチルチウラムジスルフィド（別名ジスルフィラム）

CASRN 97-77-8

CA_IN Thioperoxydicarbonic diamide ([(H2N)C(S)]2S2), N,N,N',N'-tetraethyl-

通し番号 41

5/28



付属資料6.1-2

情報源名 分解性 分解度 算出方法 分解生成物 試験方法等 GLP reliability

情報源における

キースタディの

該非

値の種類 値の種類の詳細 備考 文献 ページ番号等 収集年度

1 REACH登録情

報

12 h DT50 H2O

O2

no 2 (reliable

with

restrictions)

supporting

study

experimental study European Union Risk

Assessment Report, CAS No

7722-84-1, EINECS No 231-

765-0 (2003)

令和元年度WoE

2 REACH登録情

報

Interpretation of

results: readily

biodegradable

> 99 % degradation

(O2

consumption)

OECD TG 209 no 2 (reliable

with

restrictions)

key study experimental study Oxygen conditions: aerobic

Inoculum or test system: sewage, domestic

(adaptation not specified)

Sampling time: 30 min

study report (1999) 令和元年度WoE

3 REACH登録情

報

rapidly degraded

by the activity of

micro-organisms in

natural soils in the

presence of

organic nutrients

ca. 97% % degradation

(test mat.

analysis)

no 2 (reliable

with

restrictions)

supporting

study

experimental study Oxygen conditions: aerobic

Inoculum or test system: natural soil

Duration of test (contact time): 60 - 100

min

Initial conc.: 300 mg/L

Sampling time: 30 min

with acclimated bacteria number (CFU/mL)

3.4 * 10e7

Spain JC, Milligan JD, Downey

DC and Slaughter JK,

Excessive Bacterial

Decomposition of H2O2 During

Enhanced Biodegradation,

Ground Water 27, 163-167

(1989)

令和元年度WoE

4 REACH登録情

報

rapidly degraded

by the activity of

micro-organisms in

natural soils in the

presence of

organic nutrients

60% % degradation

(test mat.

analysis)

no 2 (reliable

with

restrictions)

supporting

study

experimental study Oxygen conditions: aerobic

Inoculum or test system: natural soil

Duration of test (contact time): 60 - 100

min

Initial conc.: 300 mg/L

Sampling time: 1h

Spain JC, Milligan JD, Downey

DC and Slaughter JK,

Excessive Bacterial

Decomposition of H2O2 During

Enhanced Biodegradation,

Ground Water 27, 163-167

(1989)

令和元年度WoE

5 REACH登録情

報

Interpretation of

results: other:

does not inhibit

biodegradation

capability of

activated sludge

80 - 99% % degradation

(test mat.

analysis)

no 2 (reliable

with

restrictions)

supporting

study

experimental study Oxygen conditions: aerobic

Inoculum or test system: activated sludge

(adaptation not specified)

Duration of test (contact time): 30 h

Sampling time:30 min

Initial conc.: 5 - 1 000 mg/L

Larish BC and Duff SJB,

Effect of H2O2 on

characteristics and biological

treatment of TCF bleached

pulp mill effluent, Wat Res

1997 31(7), 1694-1700

令和元年度WoE

6 REACH登録情

報

In a respiration

inhibition test

using activated

sludge from a

domestic

wastewater

treatment plant,

the EC50 after 30

minutes of

incubation with

hydrogen peroxide

was 466 mg/L,

whereas after 3

hours of incubation

the EC50 value

was greater 1000

mg/L.

0% % degradation

(O2

consumption)

OECD TG 209 yes 2 (reliable

with

restrictions)

weight of

evidence

experimental study Composition of test material, percentage of

components: 30 %

Oxygen conditions: aerobic

Inoculum or test system: sewage, domestic

(adaptation not specified)

Duration of test (contact time): 30 min

Initial conc.: 1 000 mg/L, 1 mg/L

study report (1999) 令和元年度WoE

7 REACH登録情

報

The half-life for

dark decay of

hydrogen peroxide

in a natural lake

water was

approximately 8

hours.

7.8 h (Unfiltered lake

water)

8.6 h (Filtrates that

passed through 64, 12

and 5 micrometre filters)

31 h (Filtrate that

passed through the 1

micrometre filter)

24h (Filtrate that passed

the 0.45 micrometre

DT50 2 (reliable

with

restrictions)

key study experimental study Oxygen conditions: aerobic

Inoculum or test system: natural water

Details on source and properties of surface

water: Location: Jacks Lake, Ontario,

Canada/Calcium concentration: 14 mg Ca2+

per L/pH: 7.2/Phosphorous: 0.012

mg/L/DOC: 6.0 +/- 0.5 mg of C per L

Duration of test (contact time): 30 - 120 h

Initial conc.: 0.007 mg/L

Cooper WJ and Lean DRS,

Hydrogen peroxide

concentration in a northern

lake: photochemical formation

and diel variability,

Environmental Science and

Technology 23(11): 1425-

1428 (1989)

令和元年度WoE

8 REACH登録情

報

4 h DT50 H2O

O2

no 2 (reliable

with

restrictions)

supporting

study

experimental study Oxygen conditions: aerobic

Soil classification: not specified

Details on soil characteristics: Coastal sand

soil from a contaminated site at Eglin Air

Force Base, Florida

Spain JC, Milligan JD, Downey

DC and Slaughter JK,

Excessive Bacterial

Decomposition of H2O2 During

Enhanced Biodegradation,

Ground Water 27, 163-167

(1989)

令和元年度WoE

CA_IN Hydrogen peroxide (H2O2)

通し番号 89

PACS_Name 等 過酸化水素

CASRN 7722-84-1
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9 文献（研究論

文）

12-14h 半減期 海水（広島湾内） 赤根ら、広島湾における海水中の過

酸化水素の分布と挙動、海の研究

(Oceanography in Japan), 13

(2), 185-196, 2004

令和元年度WoE

10 文献（総説） 生分解性 H2O

O2

Surabhi Mishra and James

Imlay, Whydo bacteria use so

many enzymesto scavenge

hydrogen peroxide?, Archives

of Biochemistry and Biophysics

525 (2012) 145-160

令和元年度WoE

7/28



付属資料6.1-2

情報源名 分解性 分解度 算出方法 分解生成物 試験方法等 GLP reliability

情報源における

キースタディの

該非

値の種類 値の種類の詳細 備考 文献 ページ番号等 収集年度

1 文献（研究論

文）

生分解性 酸素消費量 Pseudomonas

speciesによる代謝

experimental result Na-NTAの生分解性

Ca-, Fe-, and Mn-NTA chelates added with

and without soil uptake almost identical to

gave oxygen curves that shown for Na-NTA.

Biodegradation of metal-

nitrilotriacetate complexes by

a Pseudomonas species:

mechanism of reaction.

Firestone et al., Appl

Microbiol. 1975

Jun;29(6):758-64.

令和元年度WoE

2 文献（研究論

文）

生分解性 iminodiacetic acid (IDA)

glycine

glyoxylate

experimental result NTAキレートの生分解性

The metabolic intermediates of NTA

biodegradation are iminodiacetic acid (IDA),

glycine, and glyoxylate.（中略）Also,

dependence on oxygenase activation

reactions and oxidase-catalyzed reactions in

chelate biodegradation may lead to reduced

cell yields and slower growth of

chelatedegrading microorganisms,

increasing the time for complete removal of

the chelate.

Bacterial growth yields on

EDTA, NTA, and their

biodegradation intermediates.

Zhiwen et al.,

Biodegradation. 2008

Feb;19(1):41-52. Epub

2007 Apr 3.

https://doi.org/10.1007/

s10532-007-9113-y

令和元年度WoE

3 文献（総説） 光分解性 iminodiacetic acid

CO2

（特にCu、Feの錯体で生

成）

experimental result NTAキレートの光分解性

Photochemical degradation of NTA-metal

complexes, in particular, Cu and Fe

complexes, may play a minor role in the

photic zones of lakes and marine systems.

Photodegradation products include

iminodiacetic acid (IDA), formaldehyde and

CO2.

A review of the environmental

and mammalian toxicology of

nitrilotriacetic acid.

Robert L. Anderson et

al.,

Crit Rev Toxicol.

1985;15(1):1-102.

https://doi.org/10.3109/

10408448509023766

P.26

令和元年度WoE

4 文献（総説） 生分解性 experimental result Na-NTAの生分解性

The results indicate the potential for

biodegradation of all of the metal complexes

tested, however, the rate and extent of

degradation are system dependent. In dilute

mineral media and natural systems such

as activated sludge, where 1:1 NTA-to-

metal complexes were tested, at NTA

concentrations of 3 to 25 mg/l, the Na, Ca,

Mg, Fe, Co, Mn, and Pb complexes

werereadily biodegradable, while the Hg, Ni,

Cu, Cd, and Zn complexes were removed at

  

A review of the environmental

and mammalian toxicology of

nitrilotriacetic acid.

Robert L. Anderson et

al.,

Crit Rev Toxicol.

1985;15(1):1-102.

https://doi.org/10.3109/

10408448509023766

P.25

令和元年度WoE

5 文献（総説） オゾン分解性 CO オゾン分解 experimental result NTAとしての生分解性

The potential for NTA to react with ozone

was investigated by Games and Staubach.'*

The extent of ultimate degradation of NTA to

CO, by ozone wasaffected by pH and NTA-

metal speciation,

A review of the environmental

and mammalian toxicology of

nitrilotriacetic acid.

Robert L. Anderson et

al.,

Crit Rev Toxicol.

1985;15(1):1-102.

https://doi.org/10.3109/

10408448509023766

P.2

令和元年度WoE

6 文献（総説） 生分解性 α-hydroxyl NTA

Iminodiacetate

Glyoxylate

Tartronic semialdehyde

Glycerate

Glycine

Serine

Hydroxypyrvate

微生物による分解 experimental result NTAとしての生分解性

FIGURE 6. Biodegradation pathway of NTA

in Pseudomonas sp.

A review of the environmental

and mammalian toxicology of

nitrilotriacetic acid.

Robert L. Anderson et

al.,

Crit Rev Toxicol.

1985;15(1):1-102.

https://doi.org/10.3109/

10408448509023766

P.17-

令和元年度WoE

CASRN 5064-31-3

CA_IN Glycine, N,N-bis(carboxymethyl)-, sodium salt (1:3)

通し番号 152

PACS_Name 等 ２，２’，２’’－ニトリロ三酢酸のナトリウム塩

8/28



付属資料6.1-2

7 文献（総説） 生分解性 淡水（河川水、湖

水）条件

NTAとしての生分解性

Warren and Malec’ｮ reported complete

disappearance of 5 mg/f NTAin 3 days from

water collected from either the Detroit River

or the Meramec River. Similar results were

obtained when 1, 5, or 10 mg/l NTA

weretested in lake water. Complete

degradation of 5 mg/l NTA in Ohio River

water occurred after 3 days and 50 mg/l

NTA was degraded within 7 days. Rapid

biodegradation of NTA wasobserved in

laboratory microcosms exposed to 0.02,

0.20, 2.0, and 20 mg/l NTA. In a monitoring

study of Grindstone Creek near Waterdown,

Ontario it was found that dilution and

biodegradation maintained NTA

concentrations below 10 pg/l during the

summer months.During the winter months,

when NTA removalby the sewage treatment

plant was only 45% and stream

temperatures were 0.5 to 3.0ｰC, NTA

concentrationsin the receiving water reached

125 ug/l. However, in-stream biod

egradation still continued during the winter

A review of the environmental

and mammalian toxicology of

nitrilotriacetic acid.

Robert L. Anderson et

al.,

Crit Rev Toxicol.

1985;15(1):1-102.

https://doi.org/10.3109/

10408448509023766

P.21

令和元年度WoE

8 文献（総説） 難分解性 海水条件 NTAとしての生分解性

no significant degradation of NTA occurred

in the estuary water, while extensive

mineralization was observed in the marine

system after a 5-week acclimation period.

A review of the environmental

and mammalian toxicology of

nitrilotriacetic acid.

Robert L. Anderson et

al.,

Crit Rev Toxicol.

1985;15(1):1-102.

https://doi.org/10.3109/

10408448509023766

P.21-22

令和元年度WoE

9 生分解性 汽水条件 NTAとしての生分解性

Estuarine bacteria capable of NTA

metabolism have been identified by the use

of microautoradiography.

Pfaender'** has reported for the first time

the rapid biodegradation of NTA in time-

course studies with estuary water,

A review of the environmental

and mammalian toxicology of

nitrilotriacetic acid.

Robert L. Anderson et

al.,

Crit Rev Toxicol.

1985;15(1):1-102.

https://doi.org/10.3109/

10408448509023766

P.22

令和元年度WoE

10 文献（総説） 生分解性 好気性土壌条件 experimental result NTAとしての生分解性

Several studies have established that NTA is

rapidly and completely degraded in aerobic

soil systems.

A review of the environmental

and mammalian toxicology of

nitrilotriacetic acid.

Robert L. Anderson et

al.,

Crit Rev Toxicol.

1985;15(1):1-102.

https://doi.org/10.3109/

10408448509023766

P 22

令和元年度WoE

11 文献（研究論

文）

生分解性 （NTAの分解生成物として）

Iminodiacetate

Glyoxylate

Tartronic semialdehyde

Glycerate

Glycine

Serine

Hydroxypyrvate

微生物による分解 experimental result NTAとしての生分解性 Microbial degradation of

chelating agents used in

detergents with special

reference to nitrilotriacetic acid

(NTA).

Thomas E. et al.,

Biodegradation.

1990;1(2-3):121-32.

10.1007/bf00058831

令和元年度WoE

12 文献（研究論

文）

生分解性 comparative NTA-

degradation rate: 0.5

mg/l/h

微生物による分解 experimental result NTAとしての生分解性

NTA-degrading bacterium (strain ATCC

29600)を使用

底質はGreifensee郊外及びGlatthofのGlatt River

で採取したものを使用

the comparative NTA-degradation rates

were 0.5 mg/l/h for the sediments from

both of the contaminated sites while the

uncontaminated control was approximately

one order of magnitude slower and the killed

control had no detectable NTA-utilization.

Activity and adaptation of

nitrilotriacetate (NTA)-

degrading bacteria: field and

laboratory studies.

McFeters (1990)

Water Res. 1990

Jul;24(7):875-81.

令和元年度WoE

9/28
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13 文献（研究論

文）

一部無機化 CO2 experimental result NTAの無機化

使用土壌：Mardin silt loam (pH 4.1,

7.1%organic matter) was collected from the

top 20-cm layer of a forested area on Mt.

Pleasant in Dryden township, New York.

使用水：蒸留水

NTA濃度：20 ng/g

2,4-Dichlorophenol, nitrilotriacetic acid,

and benzylamine were added to soil at low

concentrations. The mineralization of 2,4-

dichlorophenol and nitrilotriacetic acid began

immediately,

Kinetics of mineralization of

organic compounds at low

concentrations in soil.

Scow et al., Appl Environ

Microbiol. 1986

May;51(5):1028-35.

令和元年度WoE

14 文献（研究論

文）

生分解性 α-hydroxyl NTA

Iminodiacetate

Glyoxylate

Tartronic semialdehyde

Glycerate

Glycine

Serine

Hydroxypyrvate

微生物

（Pseudomonas

sp. (ATCC

27109)）による分

解

experimental result NTAとしての生分解性

微生物：Pseudomonas sp. (ATCC 27109)

FIG. 1. Pathway ofNTA degradation.

Pathway of degradation of

nitrilotriacetate by a

Pseudomonas species.

Firestone et al.,

APPLIED AND

ENVIRONMENTAL

MICROBIOLOGY, May

1978, p. 955-961

令和元年度WoE

15 文献（研究論

文）

生分解性（淡水、塩

分濃度≦15‰で確

認）

NTA残留率は淡水で5日後に

0%、塩分濃度10, 15‰で7

日後に0%、20‰で7日後に

100%

NTA residues

were determined

by polarographic

techniques.

微生物

（Pseudomonas

sp.）による分解

NTAとしての生分解性

微生物：Pseudomonas sp. (NTAによる順化あり)

試験水：Escambia Bayの河口水域

FIG. 2. Effect of salinity on the degradation

rate of NTA by Pseudomonas sp. All cultures

were incubated in BS medium plus 0.1%

NTA with NaCl added to the desired salinity.

Distribution of bacteria with

nitrilotriacetate-degrading

potential in an estuarine

environment.

Bourquin et al., Appl

Environ Microbiol. 1977

Oct;34(4):411-8.

令和元年度WoE

16 文献（研究論

文）

生分解性 150分後までに残留率約5%

以下

40分後にNTA不検出

14C-NTA, 酸素消

費量

Chemicals found

(μg)

（NTAの分解生成物として）

Iminodiacetate

Aspartate

Glycine

Aconitate*

Isocitrate*

*Buffer and sonicated

cells条件でのみ検出

微生物（NTA分解

菌）による分解

experimental result 試験水：mineral salts medium

微生物：NTA-degrading bacterium（5% NTA

で培養）

FIG. 1. Disappearance of NTA, fate of 14C

label from 14C-NTA, and oxygen uptake

during metabolism of NTA by NTA-grown

resting cells.

Metabolism of nitrilotriacetate

by cells of Pseudomonas

species.

Tiedje et al., Appl

Microbiol. 1973

May;25(5):811-8.

令和元年度WoE

17 文献（調査報

告書）

生分解性 （NTAの分解生成物として）

Iminodiacetate

Glyoxylate

Glycine

experimental result NTAとしての生分解性

淡水、海水、土壌における好気性条件で複数の分解

性の報告がある。NTAで順化することで分解の速度や

率が上昇することも報告されている。一方で、嫌気性条

件の土壌では分解しないとする報告もある。

Ecological effects of non-

phosphate detergent builders;

Final Report on NTA from the

Task Force on Ecological

Effects on Non-phosphate

Detergent Builders to the

Great Lakes Research Advisory

Board (now the Science

Advisory Board) of the

International Joint

Commission, 1978.

令和元年度WoE

18 文献（研究論

文）

Williamsburg

（好気性条件）87.1±8.2

hr

（嫌気性条件）49.5±3.5

hr

Sault Ste. Marie

（好気性条件）161.2±6.5

hr

（嫌気性条件）130.7±

35.9 hr

半減期 CO2

NO2

（無機化に焦点を当ててい

る）

心土におけるNTAの

生分解

experimental result NTAとしての生分解性

NTA was degraded in both subsurface soils

under aerobic conditions. 14CO2 evolution

occurred withoutlag periods, andhalf-lives of

mineralization in the Williamsburg and Sault

Ste. Marie soils were 87.0 and 161.2 hr,

respectively.

Aerobic and anaerobic

biodegradation of

nitrilotriacetate in subsurface

soils.

Ward et al., Ecotoxicol

Environ Saf. 1986

Feb;11(1):112-25.

https://doi.org/10.1016/

0147-6513(86)90032-1

令和元年度WoE

19 文献（研究論

文）

生分解性 14時間で完全に分解 複合微生物顆粒、培

地に蒸留水を用いた

バッチ試験、NTA濃

度2 mM

experimental result 試験物質：NTA Biodegradation of

nitrilotriacetic acid (NTA) and

ferric–NTA complex by aerobic

microbial granules

Y. V. Nancharaiah et al.,

Water Res. 2006

May;40(8):1539-46.

Epub 2006 Apr 4.

https://doi.org/10.1016/j

.watres.2006.02.006

令和元年度WoE

10/28



付属資料6.1-2

20 文献（研究論

文）

生分解性 IDA

glyoxylate

glycine

experimental result 試験物質：NTA、NTA金属錯体

P.80 biodegradation is the key mechanism

for the removal of NTA from the

environment,

P.82 NTA is biologically degraded in

freshwater. Contradictory results have been

reported on its degradation in marine and

estuarine water samples.

P.98 Fig. 7. Abiotic and biotic processes

determining the fate of APCAs in sewage

treatment plants and in the environment.

Environmental fate and

microbial degradation of

aminopolycarboxylic acids.

Bucheli-Witschel et al.,

FEMS Microbiol Rev.

2001 Jan; 25（1）：69-

106。

https://doi.org/10.1111/j

.1574-

6976.2001.tb00572.x

令和元年度WoE

21 REACH登録情

報

Interpretation of

results: readily

biodegradable

> 95% DOC removal 試験化合物のDOC

減少と無機化作用を

同時にモニタリングでき

る複合CO2/DOCテ

ストをOECD TG

301 FおよびZahn-

Wellens試験（TG

302 B）と比較

no 2 (reliable

with

restrictions)

key study migrated

information: read-

across from

supporting substance

(structural analogue

or surrogate)

試験物質：NTA

Oxygen conditions: aerobic

Inoculum or test system: activated sludge

(adaptation not specified)

Duration of test (contact time): 28 d

Strotmann, U.J.; Schwarz, H.;

Pagga, U., The combined

CO2/DOC test - a new method

to determine the

biodegradability of organic

compounds, Chemosphere,

Vol. 30, No. 3, pp. 525-538

(1995)

令和元年度WoE

22 REACH登録情

報

Interpretation of

results: readily

biodegradable

50% (9d)

100% (14d)*

*lag phase: 5-11 d for

samples with industrial

WWTP effluent or 5 d for

river water samples

DOC removal OECD TG 301 E no 2 (reliable

with

restrictions)

key study experimental study 試験物質：Trisodium nitriloacetate (Trilon

A92)

Oxygen conditions: aerobic

Inoculum or test system: other: river water

and industrial WWTP effluent

Duration of test (contact time): 14 d

study report (1983) 令和元年度WoE

23 REACH登録情

報

Interpretation of

results: inherently

biodegradable

96%

lag phase: 7 d

DOC removal OECD TG 302 B no 2 (reliable

with

restrictions)

supporting

study

experimental study 試験物質：Trisodium nitriloacetate (Trilon

A92)

Oxygen conditions: aerobic

Inoculum or test system: other: activated

sludge of BASF sewage treatment plant

Duration of test (contact time): 14 d

Duration of test (contact time): 28 d

study report (1983) 令和元年度WoE

24 REACH登録情

報

Interpretation of

results: readily

biodegradable

90 - 100% DOC removal equivalent or

similar to OECD

TG 301 E

no 2 (reliable

with

restrictions)

supporting

study

experimental study 試験物質：Trisodium nitriloacetate (Trilon

A92)

Oxygen conditions: aerobic

Inoculum or test system: other: activated

sludge adapted (from static test (OECD 302

B))

Duration of test (contact time): 7 d

study report (1983) 令和元年度WoE

25 REACH登録情

報

Interpretation of

results: readily

biodegradable

>= 75 - <= 90%

Lag phase: 2-5 d

DOC removal equivalent or

similar to OECD

TG 301 E

no 2 (reliable

with

restrictions)

supporting

study

experimental study 試験物質：Trisodium nitriloacetate (Trilon

A92)

Oxygen conditions: aerobic

Inoculum or test system: other: activated

sludge adapted (from static test (OECD 302

B))

Duration of test (contact time): 12 d

study report (1983) 令和元年度WoE

26 REACH登録情

報

Interpretation of

results: readily

biodegradable

100% CO2 evolution equivalent or

similar to Sturm

Test (based on

CO2 evolution)

no 2 (reliable

with

restrictions)

supporting

study

experimental study 試験物質：Trisodium nitriloacetate (Trilon

A92)

Oxygen conditions: aerobic

Duration of test (contact time): 9 d

study report (1983) 令和元年度WoE

27 REACH登録情

報

Interpretation of

results: other:

biodegradable

0% (0d)

65% (1d)

70% (7d)

75% (14d)

90-100% (28d)

no lag phase

DOC removal equivalent or

similar to OECD

TG 301 E

yes 2 (reliable

with

restrictions)

supporting

study

experimental study 試験物質：Trisodium nitriloacetate (Trilon

A92)

Oxygen conditions: aerobic

Inoculum or test system: other: BASF

wastewater treatment plant effluent

Duration of test (contact time): 28 d

study report (1983) 令和元年度WoE

11/28



付属資料6.1-2

28 REACH登録情

報

ca. 60% (24h) test mat.

analysis

no 2 (reliable

with

restrictions)

key study migrated

information: read-

across from

supporting substance

(structural analogue

or surrogate)

試験物質: NTA

Oxygen conditions: aerobic

Inoculum or test system: natural water /

sediment

Duration of test (contact time): ca. 25 h

Initial conc.: ca. 24 mg/L(Initial study

comparing pristine river and river with NTA

exposure)/ca. 50 µg/L (Study on adaptation

of bacteria from pristine river and lab sand

cultured)/ca. 60 µg/L (Planktonic bacteria -

Study comparing planktonic and sand-grown

bacteria)/ca. 55 µg/L (Sand bacteria - Study

comparing planktonic and sand-grown

bacteria)

McFeters GA, Egli T, Wilberg

E, Alder, A & Schneider R.,

Activity and adaptation of

nitrilotriacetate (NTA)-

degrading bacteria: field and

laboratory studies, Wat. Res.

24(7), 875-881 (1990)

令和元年度WoE

29 REACH登録情

報

DT50

>= 17 - <= 20 h *1,3

>= 8 - <= 12 h *2,3

>= 15 - <= 138 h *1,4

>= 7 - < 20 h *2,4

*1 Based on 14-

CO2 evolution

*2 Based on

14C-NTA

removal

*3 50 and 5

microg/L NTA

conc in river

sample broadly

exposed to NTA

*4 Based on 14-

CO2 evolution,

50 and 5

microg/L NTA

conc in river

sample not

broadly exposed

CO2 equivalent or

similar to OECD

TG 309

no 2 (reliable

with

restrictions)

key study experimental study 試験物質：[U-14C]NTA

Oxygen conditions: aerobic

Inoculum or test system: natural water

Duration of test (contact time): >= 14 - <=

56 d

Larson RJ & Davidson DH,

Acclimation to and

biodegradation of

nitrilotriacetate (NTA) at trace

concentrations in natural

waters, Water Res. 16, 1597-

1604 (1982)

令和元年度WoE

30 REACH登録情

報

ca. 100% radiochem.

meas.

CO2 equivalent or

similar to OECD

TG 309

no 2 (reliable

with

restrictions)

key study experimental study 試験物質：[U-14C]NTA

Oxygen conditions: aerobic

Inoculum or test system: natural water

Duration of test (contact time): >= 18 - <=

30 d

Sampling time: 24 d

Larson RJ & Ventullo RM,

Kinetics of biodegradation of

nitriloacetic acid (NTA) in an

estuarine environment,

Ecotoxicology and

Environmental Safety 12, 166-

179 (1986)

令和元年度WoE

31 REACH登録情

報

> 95% (8 d) *1

>95% (12d) *2

>95% (22d) *3

>95% (10d) *4

>95% (8d) *5

>95% (6d) *6

*1 4 d lag initial

10 mg/L NTA

and 30 %

activated sludge

*2 8 d lag initial

15 mg/L NTA

and 30 %

activated sludge

*3 16 d lag initial

15.8 mg/L NTA

and 15 %

activated sludge

*4 4 d lag initial

28.4 mg/L NTA

and 15 %

activated sludge

*5 Re-spiked

with 30 mg/L

NTA. No lag

period

*6 Following

prior NTA

 

no 2 (reliable

with

restrictions)

supporting

study

migrated

information: read-

across from

supporting substance

(structural analogue

or surrogate)

試験物質: NTA

Oxygen conditions: anaerobic

Inoculum or test system: activated sludge,

adapted

Duration of test (contact time): >= 8 - <=

36 d

Stephenson T, Perry R &

Lester JN, The behaviour of

nitrilotriacetic acid during the

anaerobic digestion of co-

settled sludge, Water Res.

17(10), 1337-1341 (1983)

令和元年度WoE

32 REACH登録情

報

ca. 90% (50h, 18°C)

ca. 95% (125h, 12°C)

>= 95% (250h, 7°C)

ca. 65% (300h, 2°C)

test mat.

analysis

no 2 (reliable

with

restrictions)

supporting

study

migrated

information: read-

across from

supporting substance

(structural analogue

or surrogate)

試験物質: NTA

Oxygen conditions: aerobic

Inoculum or test system: natural water

Duration of test (contact time): >= 150 -

<= 300 h

Initial conc.: >= 200 - <= 250 µg/L

study report (1974) 令和元年度WoE

12/28
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33 REACH登録情

報

>= 90 - <= 100% (10d,

30°C in waterlogged and

aerobic conditions)*1

>= 35 - <= 92% (42d,

aerobic conditions)*2

>= 60 - <= 98% (42 d,

waterlogged

conditions)*2

>= 6 - <= 31% (7d,

NTA recovery, aerobic

conditions)*1

>= 9 - <= 34% (7d,

NTA recovery, anaerobic

*1 test mat.

Analysis

*2 Recovery of

NTA-N as

inorganic

nitrogen

no 2 (reliable

with

restrictions)

supporting

study

experimental study 試験物質: NTA

Oxygen conditions: other:

aerobic/anaerobic/waterlogged

Inoculum or test system: natural soil

Duration of test (contact time): >= 7 - <=

42 d

nitial conc.: ca. 2 mg/3 ml water

(aerobic/anaerobic) or ca. 2 mg/20 ml water

(Waterlogged)

Tabatabai M.A., Bremner J.M.,

Decomposition of

nitrilotriacetate (NTA) in soils,

Soil. Biol. Biochem. Vol. 7, pp.

103-106 (1975)

令和元年度WoE

34 REACH登録情

報

Conclusions: NTA

is readily

biodegradable in

soil under aerobic,

anaerobic and

waterlogged

conditions.

>= 50 - <= 62% (5d,

#1)

>= 35 - <= 55% (5d,

#2)

>= 80 - <= 88% (5d,

#3)

>= 60 - <= 70% (5d,

#4)

>= 50 - <= 55% (5d,

#5)

>= 94 - <= 100% (10d,

#1)

>= 92 - <= 95% (10d,

#2)

100% (10d, #3)

>= 94 - <= 96% (10d,

#4)

     

test mat.

Analysis

2 (reliable

with

restrictions)

key study experimental study 試験物質: NTA

Oxygen conditions: aerobic/anaerobic

Soil properties: #1 Edina, #2 Ida, #3

Webster, #4 Luton, #5 Harps

Tabatabai M.A., Bremner J.M.,

Decomposition of

nitrilotriacetate (NTA) in soils,

Soil. Biol. Biochem. Vol. 7, pp.

103-106 (1975)

令和元年度WoE

35 >= 1 - <= 3 d (in soil

and sediment samples

collected near the tile

field)

ca. 0.78 d (in

groundwater samples (in

center of the tile field))

ca. 1.7 d (in

groundwater samples

(distance to tile field: 60

))

DT50 CO2 2 (reliable

with

restrictions)

supporting

study

migrated

information: read-

across from

supporting substance

(structural analogue

or surrogate)

試験物質: NTA

Oxygen conditions: aerobic

Soil properties: #1 UG33, depth 1m, #2

UG33, depth 3m, #3 UG39, depth 1m, #4

UG39, depth 3m

Shimp, R.J.; Lapsins, E.V.;

Ventullo, R.M., Chemical Fate

and Transport in a Domestic

Septic System: Biodegradation

of Linear Alkylbenzene

Sulfonate (LAS) and

Nitrilotriacetic Acid (NTA),

Environmental Toxicology and

Chemistry, Vol. 13, No. 2, pp.

205-212 (1994)

令和元年度WoE

36 REACH登録情

報

>= 2.8 - <= 3.5 d

(maximum rates of

degradation in soils

receiving sewage

effluent and in muck

soils, initial NTA

concentration 40 ppm)

>= 4.6 - <= 55 d (rates

in mineral surface soils,

initial NTA concentration

DT50 dioxomethane (CAS RN

124-38-9)

Iminodiacetate

2 (reliable

with

restrictions)

supporting

study

migrated

information: read-

across from

supporting substance

(structural analogue

or surrogate)

試験物質: NTA

Oxygen conditions: aerobic/anaerobic

Duration: <= 50 d

Initial conc.: >= 10 - <= 600 ppm

Tiedje, J.M.; Mason, B.B.,

Biodegradation of

Nitrilotriacetate (NTA) in Soils,

Soil Sci. Soc. Amer. Proc., Vol.

38, pp. 278-283 (1974)

令和元年度WoE

13/28
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情報源名 分解性 分解度 算出方法 分解生成物 試験方法等 GLP reliability

情報源における

キースタディの

該非

値の種類 値の種類の詳細 備考 文献 ページ番号等 収集年度

1 REACH登録情

報

Interpretation of

results:

readily

biodegradable

88% CO2 evolution OECD TG 301 B yes 1 (reliable

without

restriction)

key study experimental study Oxygen conditions: aerobic

Inoculum or test system: activated sludge,

non-adapted

Duration of test (contact time): 28 d

Initial conc : 20 mg/L

study report (1995) 令和元年度WoE

2 REACH登録情

報

Interpretation of

results:

readily

biodegradable

80% CO2 evolution OECD TG 301 B

EU Method C.4-C

yes (incl.

certificate)

1 (reliable

without

restriction)

supporting

study

experimental study Oxygen conditions: aerobic

Inoculum or test system: activated sludge,

domestic (adaptation not specified)

study report (2009) 令和元年度WoE

3 REACH登録情

報

92.2%

96%

91%

weighted

average based

on content of the

constituents C20

and C22 ATQ

(C20 fraction)

primary

biodegradation

(C22 fraction)

primary

biodegradation

OECD TG 303 A yes 1 (reliable

without

restriction)

key study experimental study 試験物質：C20/22-ATQ trocken

Oxygen conditions: aerobic

Inoculum or test system: activated sludge,

non-adapted

Duration of test (contact time): 52 d

Initial conc.: 300 µg/L

study report (2010) 令和元年度WoE

4 REACH登録情

報

[14C]C22-ATQ

dissipated rapidly

in all three soils

残留率

4.5% (#1)

3.4% (#2)

13.5% (#3)

radiochem.

meas.

OECD TG 307

Commission

Directive

95/36/EC of July

14, 1995;

amending Council

Directive

91/414/EEC,

Annex I, 7.1.1.2

rate of

degradation;

7.1.1.2.1

laboratory studies

- aerobic

degradation.

SETAC (Europe) -

yes (incl.

certificate)

1 (reliable

without

restriction)

key study experimental study 試験物質: [14C]C22-ATQ

Oxygen conditions: aerobic

Soil properties: #1 silt loam, #2 clay, #3

loam

Sampling time: 124 d

study report (2011) 令和元年度WoE

5 文献（研究論

文）

93% BOD OECD TG 301C

(modified)

試験物質：APA-18 (N-[3-

dimethylamino)propyl]stearamide salt)

Table3 Biodegrability of TACs, DMAs and

APAs.

Aquatic toxicity and

biodegradability of advanced

cationic surfactant APA-22

compatible with the aquatic

environment.

Yamane et al., J Oleo Sci

57(10):529–538 (2008)

令和元年度WoE

6 文献（研究論

文）

(APA-22の分解生成物とし

て)

APA-22→加水分解→C22

Fatty acid→β酸化→

CO2、H2O

APA-22→加水分解→N,N-

dimethyl-1,3-

propanediamine

(DMAPA)→→→CO2、

H2O NH3

試験物質：APA-22 (N-[3-

dimethylamino)propyl]docosamide salt)

Fig.5 Estimated Biodegradation Pathway of

APA-22. This pathway is estimated from 1H-

NMR and DOC analysis.

Aquatic toxicity and

biodegradability of advanced

cationic surfactant APA-22

compatible with the aquatic

environment.

Yamane et al., J Oleo Sci

57(10):529–538 (2008)

令和元年度WoE

PACS_Name 等 Ｎ－［３－（ジメチルアミノ）プロピル］ステアルアミド

CASRN 7651-02-7

CA_IN Octadecanamide, N-[3-(dimethylamino)propyl]-

通し番号 153

14/28



付属資料6.1-2

情報源名 分解性 分解度 算出方法 分解生成物 試験方法等 GLP reliability

情報源における

キースタディの

該非

値の種類 値の種類の詳細 備考 文献 ページ番号等 収集年度

1 文献（研究論

文）

biodegradable Tetradecyl aldehyde experimental result 1-tetradecanolの生分解情報

Alkane metabolism is thought to follow the

accepted pathway for monoterminal

oxidation in bacteria (Makula & Finnerty,

1968) -route (1)-

-CH→CH2OH→-CHO→-COOH (1)

Long-chain alcohol and

aldehyde dehydrogenase

activities in Acinetobacter

calcoaceticus strain HOl-N

MAEVEG. A. FOX, F.

MARKD ICKINSON and

COLINR ATLEDGE,

Journal of General

Microbiology (1992),

138, 1963-1972

令和元年度WoE

2 文献（研究論

文）

No significant

degradation was

detected

experimental result iso-tridecanolの生分解情報

The anaerobic degradability of alcohol

ethoxylates with various degrees of

branching and several related substances

was studied.（中略）No significant

degradation was detected in the assays with

highly branched alcohol ethoxylate, 2-butyl-

branched alcohol ethoxylate, alcohol

alkoxylate, poly(propylene glycol) and iso-

tridecanol.

Anaerobic degradability of

alcohol ethoxylates and related

non-ionic surfactants

Marek Mosche,

Biodegradation 15: 327–

336, 2004.

令和元年度WoE

3 文献（研究論

文）

biodegradable 親化合物中の14C残存量

(Biotic) <1%

(Abiotic) 59.8±4.9%

Final disposition

of [14C]-

radioactivity

Parent (%)

Metabolites

(Biotic) 6.0±1.2%

(Abiotic) <0.1%

14CO2

(Biotic) 70.9±0.5%

(Abiotic) NA

experimental result [14C]-radioactivity

for Lytle Creek

sedimentsat study

completion (149 d)

1-tetradecanolの生分解情報

Table 3. Final disposition (average percentof

dose + standard deviation) of [14C]-

radioactivity for Lytle Creek sedimentsat

study completion (149 d) and Ohio River

sediments at study completion (92 d)

Determination of

biodegradation rates for

surfactants and a fatty alcohol

in aerobic sediment using a

simplified test system.

Kathleen McDonough

(2016)

Environ Toxicol Chem.

2016 Sep;35(9):2199-

208. doi:

10.1002/etc.3407. Epub

2016 Jun 17.

https://doi.org/10.1002/

etc 3407

令和元年度WoE

4 文献（研究論

文）

biodegradable 親化合物中の14C残存量

(Biotic) 3.4±0.4%

(Abiotic) 81.3±0.3%

Final disposition

of [14C]-

radioactivity

Parent (%)

Metabolites

(Biotic) 2.0±0.1%

(Abiotic) <0.1%

14CO2

(Biotic) 63.9±1.7%

(Abiotic) NA

experimental result [14C]-radioactivity

for Ohio River

sediments at study

completion (92 d)

1-tetradecanolの生分解情報

Table 3. Final disposition (average percentof

dose + standard deviation) of [14C]-

radioactivity for Lytle Creek sedimentsat

study completion (149 d) and Ohio River

sediments at study completion (92 d)

Determination of

biodegradation rates for

surfactants and a fatty alcohol

in aerobic sediment using a

simplified test system.

Kathleen McDonough,

Nina Itrich, Erin Schwab,

Thomas Federle, Environ

Toxicol Chem. 2016

Sep;35(9):2199-208.

doi: 10.1002/etc.3407.

Epub 2016 Jun 17.

https://doi.org/10.1002/

etc 3407

令和元年度WoE

5 文献（研究論

文）

biodegradable 親化合物中の14C残存量

5%

Mineralization reached

74% by 48h

experimental result 試験開始1時間後 dodecanolの生分解情報

Table 3 Kinetic parameters (estimate +

standard error) describing the primary

biodegradation and mineralization of fatty

alcohols and alcohol ethoxylates based upon

two-compartment decay and production

models

Fate of free and linear alcohol-

ethoxylate-derived fatty

alcohols in activated sludge

Thomas W.Federle, Nina

R.Itrich, Ecotoxicology

and Environmental

Safety

Volume 64, Issue 1, May

2006, Pages 30-41

https://doi.org/10.1016/j

.ecoenv.2005.05.008

令和元年度WoE

6 文献（研究論

文）

biodegradable 親化合物中の14C残存量

7%

Mineralization reached

77% by 48h

experimental result 試験開始1時間後 tetradecanolの生分解情報

Table 3 Kinetic parameters (estimate +

standard error) describing the primary

biodegradation and mineralization of fatty

alcohols and alcohol ethoxylates based upon

two-compartment decay and production

models

Fate of free and linear alcohol-

ethoxylate-derived fatty

alcohols in activated sludge

Thomas W.Federle, Nina

R.Itrich, Ecotoxicology

and Environmental

Safety

Volume 64, Issue 1, May

2006, Pages 30-41

https://doi.org/10.1016/j

ecoenv 2005 05 008

令和元年度WoE

7 REACH登録情

報

DT50: 1.3 d (Reaction

with: OH radicals)

2 (reliable

with

restrictions)

supporting

study

experimental study data from handbook

or collection of data

試験物質：1-Tetradecanol Atkinson R, Estimation of OH

radical rate constants and

atmospheric lifetimes for

polychlorobiphenyls, dibenzo-

p-dioxins., Environ. Sci.

Technol. 21:305-307. (1978)

Darnall K R, Lloyd A C, Winer

A M, Pitts Jr. J N, Reactivity

scale for the atmospheric

hydrocarbons based on

reaction with hydroxyl radical,

Environ. Sci. Technol. 10(7):

 

令和元年度WoE

CA_IN -

通し番号 171

PACS_Name 等 アルカノール（C=10〜16）（C=11〜14のいずれかを含むものに限る。）

CASRN 112-72-1, 19780-79-1, 21078-81-9, 27458-92-0

15/28
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8 REACH登録情

報

DT50: 28.1 h (Reaction

with: OH radicals)

2 (reliable

with

restrictions)

supporting

study

experimental study Value obtained from

a recognised source

of atmospheric

degradation data.

試験物質：1-Tetradecanol Kwok ESC and Atkinson R,

SRC AOPWIN v1.92

Experimental Database citing

Kwok and Atkinson, 1994.

(1994)

Kwok ESC and Atkinson R,

Estimation of Hydroxyl Radical

Reaction Rate Constants for

Gas-Phase Organic

Compounds Using a Structure-

Reactivity Relationship: An

Update, Atmospheric

Environment 29: 1685 95

令和元年度WoE

9 REACH登録情

報

DT50: 30.8 h 2 (reliable

with

restrictions)

supporting

study

experimental study Value obtained from

a recognised source

of atmospheric

degradation data.

試験物質：1-Tetradecanol Kwok ESC and Atkinson R,

SRC AOPWIN v1.92

Experimental Database citing

Kwok and Atkinson, 1994.

(1994)

Kwok ESC and Atkinson R,

Estimation of Hydroxyl Radical

Reaction Rate Constants for

Gas-Phase Organic

Compounds Using a Structure-

Reactivity Relationsh

令和元年度WoE

10 REACH登録情

報

Interpretation of

results: readily

biodegradable

82.20% CO2 evolution OECD TG 301 B no 2 (reliable

with

restrictions)

key study experimental study 試験物質：1-Tetradecanol

Oxygen conditions: aerobic

Inoculum or test system: activated sludge

(adaptation not specified)

Duration of test (contact time): 28 d

Initial conc : 15 9 mg/L

study report (2009) 令和元年度WoE

11 REACH登録情

報

Interpretation of

results: readily

biodegradable

87% O2 consumption OECD TG 301 D not specified 2 (reliable

with

restrictions)

key study experimental study 試験物質：1-Tetradecanol

Oxygen conditions: aerobic

Duration of test (contact time): 28 d

Initial conc.: 2 mg/L

study report (1999) 令和元年度WoE

12 REACH登録情

報

Interpretation of

results: readily

biodegradable

87.50% CO2 evolution OECD TG 301 B yes (incl.

certificate)

1 (reliable

without

restriction)

key study experimental study 試験物質：1-Tetradecanol

Oxygen conditions: aerobic

Inoculum or test system: activated sludge,

domestic, non-adapted

Duration of test (contact time): 29 d

Sampling time: 28 d

Initial conc : 20 mg/L

study report (2012) 令和元年度WoE

13 REACH登録情

報

Interpretation of

results: readily

biodegradable, but

failing 10-day

window

66% CO2 evolution OECD TG 301 B yes (incl.

certificate)

1 (reliable

without

restriction)

key study experimental study 試験物質：1-Tetradecanol

Oxygen conditions: aerobic

Inoculum or test system: activated sludge

(adaptation not specified)

Duration of test (contact time): 28 d

Initial conc.: 20 mg/L

study report (1998) 令和元年度WoE

14 REACH登録情

報

Interpretation of

results: readily

biodegradable

77.70% CO2 evolution OECD TG 301 B no 2 (reliable

with

restrictions)

key study experimental study 試験物質：1-Tetradecanol

Oxygen conditions: aerobic

Inoculum or test system: activated sludge

(adaptation not specified)

Duration of test (contact time): 28 d

Initial conc.: 17 mg/L

study report (2009) 令和元年度WoE

15 REACH登録情

報

Interpretation of

results: readily

biodegradable

82.40% CO2 evolution OECD TG 301 B no 2 (reliable

with

restrictions)

key study experimental study 試験物質：1-Tetradecanol

Oxygen conditions: aerobic

Inoculum or test system: activated sludge

(adaptation not specified)

Duration of test (contact time): 28 d

I l  15 3 /

study report (2009) 令和元年度WoE

16 REACH登録情

報

Interpretation of

results: readily

biodegradable

100% (2 mg/l test

substance plus 2 mg/l

emulsifier)

>60% (5 mg/l test

substance plus 5 mg/l

emulsifier. insufficient

residual dissolved

oxygen content)

O2 consumption OECD TG 301 D no

(DIN ISO

9001; GLP-

comparable

standards

applicable)

2 (reliable

with

restrictions)

key study experimental study 試験物質：1-Tetradecanol

Oxygen conditions: aerobic

Inoculum or test system: other: effluent of

treatment plant predominantly treating

domestic sewage

Duration of test (contact time): 30 d

Initial conc : 5 mg/L or 2 mg/L

study report (2002) 令和元年度WoE

16/28
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17 REACH登録情

報

Interpretation of

results: readily

biodegradable

95.60% CO2 evolution OECD TG 301 B no

At the time

of the

study, this

lab was in

the process

of attaining

formal GLP

status and

did not hold

2 (reliable

with

restrictions)

key study experimental study 試験物質：1-Tetradecanol

Oxygen conditions: aerobic

Inoculum or test system: activated sludge

(adaptation not specified)

Duration of test (contact time): 28 d

Initial conc.: 14.5 mg/L

study report (2009) 令和元年度WoE

18 REACH登録情

報

76.7%

21%

1.3%

8.3%

CO2 evolution

radioactivity

associated with

solids

radioactivity as

parent

radioactivity as

metabolite

OECD TG 314B no 2 (reliable

with

restrictions)

key study experimental study 試験物質：1-Tetradecanol

Oxygen conditions: aerobic

Inoculum or test system: activated sludge,

industrial, non-adapted

Duration of test (contact time): 48 h

Initial conc.: 10 µg/L

study report (2005)

Federle T W, Itrich N R, Fate

of Free and linear alcohol-

ethoxylate-derived fatty

alcohols in activated sludge.,

Ecotox. Environ. Safety,

64(1): 30-41 (2006)

令和元年度WoE

19 REACH登録情

報

66.3%

17.1%

2.6%

13.6%

CO2 evolution

radioactivity

associated with

solids

radioactivity as

parent

radioactivity as

metabolite

OECD TG 314B no 2 (reliable

with

restrictions)

key study experimental study 試験物質：1-Tetradecanol

Oxygen conditions: aerobic

Inoculum or test system: activated sludge,

industrial, non-adapted

Duration of test (contact time): 48 h

Initial conc.: 10.7 µg/L

study report (2005)

Federle T W, Itrich N R, Fate

of Free and linear alcohol-

ethoxylate-derived fatty

alcohols in activated sludge.,

Ecotox. Environ. Safety,

64(1): 30-41 (2006)

令和元年度WoE

20 REACH登録情

報

99.50% DOC removal ISO 11733:1995

Comparable to

OECD 303 (EU

C.10)

yes (incl.

certificate)

1 (reliable

without

restriction)

key study experimental study 試験物質：1-Tetradecanol

Oxygen conditions: aerobic

Inoculum or test system: sewage, domestic

(adaptation not specified)

Duration of test (contact time): 53 d

Sampling time:30 d

Initial conc.: 2.4 g/L

study report (1999) 令和元年度WoE

21 REACH登録情

報

Interpretation of

results: readily

biodegradable

90 - 100% O2 consumption EU Method C.4-D no 2 (reliable

with

restrictions)

key study experimental study 試験物質: Tridekanol N

Oxygen conditions: aerobic

Inoculum or test system: activated sludge,

domestic, non-adapted

Duration of test (contact time): 28 d

Initial conc.: 66 mg/L, 84 mg/L

study report (1988) 令和元年度WoE

22 REACH登録情

報

Interpretation of

results:

other:

biodegradable

90 - 100%

90 - 100%

CO2 evolution

DOC removal

ISO DIS 9439 no 2 (reliable

with

restrictions)

supporting

study

experimental study 試験物質: Tridekanol N

Oxygen conditions: aerobic

Inoculum or test system: activated sludge,

domestic, non-adapted

Duration of test (contact time): 28 d

Initial conc.: 26 mg/L, 20 mg/L

study report (1999) 令和元年度WoE
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情報源名 分解性 分解度 算出方法 分解生成物 試験方法等 GLP reliability

情報源における

キースタディの

該非

値の種類 値の種類の詳細 備考 文献 ページ番号等 収集年度

1 文献（総説） hydrolyzable Fatty acid diethanolamides are alkaline

(pH 9-11) in aqueous dispersion and are

compatible with anionics and cationics over

a wide pH range. They are stable in neutral,

moderately alkaline, or moderately acid

systems but are subject to hydrolysis in the

presence of high concentrations of mineral

acids or alkali.

COSMETIC INGREDIENT

REVIEW: 7 Final Report on the

Safety Assessment of

Cocamide DEA, Lauramide

DEA, Linoleamide DEA, and

Oleamide DEA

JOURNAL OF THE

AMERICAN COLLEGE OF

TOXICOLOGY, Volume 5,

Number 5, 1986

令和元年度WoE

2 REACH登録情

報

Interpretation of

results: readily

biodegradable

ca. 92.5% inorg. C analysis OECD TG 301 B yes (incl.

certificate)

2 (reliable

with

restrictions)

key study migrated

information: read-

across from

supporting substance

(structural analogue

or surrogate)

試験物質：Eur-Amid V（CAS RN 68603-42-

9：ココナッツオイル ジエタノールアミン濃縮物）

Oxygen conditions: aerobic

Inoculum or test system: activated sludge,

domestic (adaptation not specified)

Duration of test (contact time): 28 d

Initial conc.: 20 mg/L

study report (2008) 令和元年度WoE

3 REACH登録情

報

Interpretation of

results: readily

biodegradable, but

failing 10-day

window

71.10% O2 consumption EU Method C.4-D yes (incl.

certificate)

2 (reliable

with

restrictions)

key study migrated

information: read-

across from

supporting substance

(structural analogue

or surrogate)

試験物質：Rokamid KAD (C8-18 (even

numbered) and C18-unsatd., N,N-

bis(hydroxyethyl)

Oxygen conditions: aerobic

Inoculum or test system: activated sludge,

non-adapted

Duration of test (contact time): 28 d

Initial conc.: 100 mg/L

study report (2005) 令和元年度WoE

4 REACH登録情

報

Interpretation of

results: readily

biodegradable

84% (at 2 mg/L of test

substance)

71% (at 5 mg/L test

substance. Insufficient

O2 left in the flask.)

O2 consumption OECD TG 301 D yes (incl.

certificate)

2 (reliable

with

restrictions)

key study migrated

information: read-

across from

supporting substance

(structural analogue

or surrogate)

試験物質：Komperlan KD (CAS 68155-06-6)

Oxygen conditions: aerobic

Inoculum or test system: activated sludge,

non-adapted

Duration of test (contact time): 28 dInitial

conc.: 2 mg/L, 5 mg/L

study report (1996) 令和元年度WoE

5 REACH登録情

報

Interpretation of

results: readily

biodegradable

70% O2 consumption OECD TG 301 D yes (incl.

certificate)

1 (reliable

without

restriction)

key study experimental study 試験物質： REWOMID DO 280 (CAS No.:

68855-44-7)

Oxygen conditions: aerobic

Inoculum or test system: activated sludge,

domestic, non-adapted

Duration of test (contact time): 28 d

Initial conc.: 3 mg/L

study report (2005) 令和元年度WoE

6 REACH登録情

報

Interpretation of

results: readily

biodegradable

86% CO2 evolution OECD TG 301 B yes (incl.

certificate)

1 (reliable

without

restriction)

key study experimental study 試験物質：Hicor C (脂肪酸ジエタノールアミンアミド)

Oxygen conditions: aerobic

Inoculum or test system: activated sludge,

domestic, non-adapted

Duration of test (contact time): 28 d

Initial conc.: 15 mg/L

study report (2003) 令和元年度WoE

7 REACH登録情

報

Interpretation of

results:

inherently

biodegradable

58% O2 consumption OECD TG 301 F

EU Method C.4-D

yes (incl.

certificate)

1 (reliable

without

restriction)

supporting

study

experimental study 試験物質：Rewocoros AC28N - IS-2005-55

Oxygen conditions: aerobic

Inoculum or test system: activated sludge

(adaptation not specified)

Duration of test (contact time): 28 d

Initial conc.: 100 mg/L

study report (2006) 令和元年度WoE

8 REACH登録情

報

Interpretation of

results:

inherently

biodegradable

95, 97% DOC removal OECD TG 302 B no 2 (reliable

with

restrictions)

supporting

study

experimental study 試験物質：Hicor C (脂肪酸ジエタノールアミンアミド)

Oxygen conditions: aerobic

Inoculum or test system: activated sludge

(adaptation not specified)

Duration of test (contact time): 28 d

study report (2002) 令和元年度WoE

CASRN 93-82-3, 93-83-4, 120-40-1

CA_IN -

通し番号 173

PACS_Name 等 N,N-ビス（2-ヒドロキシエチル）アルカンアミド（C=8, 10, 12, 14, 16, 18、直鎖型）、（Z）-N,N-ビス（2-ヒドロキシエチル）オクタデカ-9-エンアミド又は（9Z, 12Z）-N,N-ビス（2-ヒドロキシエチル）オクタデカ-9, 12-ジエンアミド

18/28



付属資料6.1-2

情報源名 分解性 分解度 算出方法 分解生成物 試験方法等 GLP reliability

情報源における

キースタディの

該非

値の種類 値の種類の詳細 備考 文献 ページ番号等 収集年度

1 文献（研究論

文）

biodegradable 82%

95%

ThOD

COD

OECD TG 301C experimental result コカミドプロピルベタイン（CAPB）（主成分はラウリルア

ミドプロピルベタイン CAS RN 4292-10-8)の生分解

性情報

Chapter 4 Ecotoxicological Behavior of some

Cationic and Amphoteric Surfactants

(Biodegradation, Toxicity and Risk

Assessment)

Stefania Gheorghe, Irina

Lucaciu, Iuliana Paun, Catalina

Stoica and Elena Stanescu,

BIODEGRADATION - LIFE OF

SCIENCE (2013)

http://dx.doi.org/10.5772/561

99

令和元年度WoE

2 文献（研究論

文）

biodegradable 90-100% experimental result コカミドプロピルベタイン（CAPB）（主成分はラウリルア

ミドプロピルベタイン CAS RN 4292-10-8)の生分解

性情報

Chapter 4 Ecotoxicological Behavior of some

Cationic and Amphoteric Surfactants

(Biodegradation, Toxicity and Risk

Assessment)

Stefania Gheorghe, Irina

Lucaciu, Iuliana Paun, Catalina

Stoica and Elena Stanescu,

BIODEGRADATION - LIFE OF

SCIENCE (2013)

http://dx.doi.org/10.5772/561

99

令和元年度WoE

3 文献（研究論

文）

biodegradable 97% OECD TG 301A experimental result コカミドプロピルベタイン（CAPB）（主成分はラウリルア

ミドプロピルベタイン CAS RN 4292-10-8)の生分解

性情報

Chapter 4 Ecotoxicological Behavior of some

Cationic and Amphoteric Surfactants

(Biodegradation, Toxicity and Risk

Assessment)

Stefania Gheorghe, Irina

Lucaciu, Iuliana Paun, Catalina

Stoica and Elena Stanescu,

BIODEGRADATION - LIFE OF

SCIENCE (2013)

http://dx.doi.org/10.5772/561

99

令和元年度WoE

4 文献（研究論

文）

biodegradable 57-84% ThOD OECD TG 301D experimental result コカミドプロピルベタイン（CAPB）（主成分はラウリルア

ミドプロピルベタイン CAS RN 4292-10-8)の生分解

性情報

Chapter 4 Ecotoxicological Behavior of some

Cationic and Amphoteric Surfactants

(Biodegradation, Toxicity and Risk

Assessment)

Stefania Gheorghe, Irina

Lucaciu, Iuliana Paun, Catalina

Stoica and Elena Stanescu,

BIODEGRADATION - LIFE OF

SCIENCE (2013)

http://dx.doi.org/10.5772/561

99

令和元年度WoE

5 文献（研究論

文）

biodegradable 45-75% ThGP ISO 11734 experimental result コカミドプロピルベタイン（CAPB）（主成分はラウリルア

ミドプロピルベタイン CAS RN 4292-10-8)の生分解

性情報

Chapter 4 Ecotoxicological Behavior of some

Cationic and Amphoteric Surfactants

(Biodegradation, Toxicity and Risk

Assessment)

Stefania Gheorghe, Irina

Lucaciu, Iuliana Paun, Catalina

Stoica and Elena Stanescu,

BIODEGRADATION - LIFE OF

SCIENCE (2013)

http://dx.doi.org/10.5772/561

99

令和元年度WoE

6 文献（研究論

文）

biodegradable nearly totally

degradable

OECD TG 302B experimental result コカミドプロピルベタイン（CAPB）（主成分はラウリルア

ミドプロピルベタイン CAS RN 4292-10-8)の生分解

性情報

Surfactants and Their Aerobic

Degradation Products:

Formation, Analysis, and

Occurrence in the Aquatic

Environment

Electrospray ionization mass

spectrometric studies on

the amphoteric surfactant

cocamidopropylbetaine

Peter Eichhorn

博士論文 (2001) P.94-95

Peter Eichhorn and

Thomas P. Knepper,

JOURNAL OF MASS

SPECTROMETRY J. Mass

Spectrom. 2001; 36: 677

–684 (2001)

令和元年度WoE

通し番号 174

PACS_Name 等 ［（3-アルカンアミド（C=8, 10, 12, 14, 16, 18、直鎖型）プロピル）（ジメチル）アンモニオ］アセタート又は（Z）-｛［3-（オクタデカ-9-エンアミド）プロピル］（ジメチル）アンモニオ｝アセタート

CASRN 59272-84-3, 4292-10-8, 73772-46-0, 73772-45-9

CA_IN -

19/28
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7 文献（研究論

文）

biodegradable experimental result コカミドプロピルベタイン（CAPB）（主成分はラウリルア

ミドプロピルベタイン CAS RN 4292-10-8)の生分解

性情報

approximately 70 % of the most

hydrophobic component C14-CAPB were lost

within the first hours of the experiment. The

dissolved concentration of C12-CAPB

dropped to about 80 % of the initially

present value and the least hydrophobic

homologues C10- and C8-CAPB exhibited

minor losses in the range of 5 to 10 %.

Since after the initial losses of the four

homologues relative stable levels were

achieved, it could be assumed that during

the first day (for C14 a somewhat shorter

time) no significant reduction brought about

by microbial degradation occurred, i.e. this

period represented the acclimation phase. A

substantial decline of C12-CAPB caused by

biodegradation was observed after about 26

h, whereas the analogous point of C14-

CAPB cannot be clearly defined. After 33 h

both compounds have nearly completely

disappeared. The concentration decline of

the two shorter alkyl chain homologues C8

and C10 required a somewhat longer lag

phase, until 33 h after spiking. The rate of

biodegradation was still very low, while in

      

Surfactants and Their Aerobic

Degradation Products:

Formation, Analysis, and

Occurrence in the Aquatic

Environment

Electrospray ionization mass

spectrometric studies on

the amphoteric surfactant

cocamidopropylbetaine

Peter Eichhorn

博士論文 (2001) P.94-95

Peter Eichhorn and

Thomas P. Knepper,

JOURNAL OF MASS

SPECTROMETRY J. Mass

Spectrom. 2001; 36: 677

–684 (2001)

令和元年度WoE

8 文献（研究論

文）

biodegradable 70–89% COD removal OECD

confirmatory test

specified in the

European

Regulation No

648/2004/EC

Annex VIII.1

experimental result コカミドプロピルベタイン（CAPB）（主成分はラウリルア

ミドプロピルベタイン CAS RN 4292-10-8)の生分解

性情報

Detergents Legislative

Framework and

Ecotoxicological Testing

Methodology

S. Gheorghe, I. Lucaciu,

R. Grumaz, Detergents

Legislative Framework

and Ecotoxicological

Testing Methodology,

Journal of Environmental

Protection and Ecology

12, No 3A, 1525–1532

(2011)
9 文献（研究論

文）

biodegradable 80–83% DOC removal OECD

confirmatory test

specified in the

European

Regulation No

648/2004/EC

Annex VIII.1

experimental result コカミドプロピルベタイン（CAPB）（主成分はラウリルア

ミドプロピルベタイン CAS RN 4292-10-8)の生分解

性情報

Detergents Legislative

Framework and

Ecotoxicological Testing

Methodology

S. Gheorghe, I. Lucaciu,

R. Grumaz, Detergents

Legislative Framework

and Ecotoxicological

Testing Methodology,

Journal of Environmental

Protection and Ecology

12, No 3A, 1525–1532

(2011)

令和元年度WoE

10 文献（研究論

文）

biodegradable 70-72%

99%

97%

COD removal

Removal of

surfactant

Biodegradability

OECD 302 B experimental result コカミドプロピルベタイン（CAPB）（主成分はラウリルア

ミドプロピルベタイン CAS RN 4292-10-8)の生分解

性情報

Biodegradability Assessment of

Cationic and Amphoteric Raw

Materials

S. Gheorghe, I. Lucaciu,

L. Pascu, Journal of

Environmental Protection

and Ecology 13, No 1,

155–163 (2012)

令和元年度WoE

11 文献（研究論

文）

biodegradable 91.80%

91.43%

72.85%

14%

COD removal

DOC removal

Amphoteric

surfactant

removal after 30

days

Abiotic removal

SR EN ISO

7827:2001

experimental result コカミドプロピルベタイン（CAPB）（主成分はラウリルア

ミドプロピルベタイン CAS RN 4292-10-8)の生分解

性情報

Biodegradability Assessment of

Cationic and Amphoteric Raw

Materials

S. Gheorghe, I. Lucaciu,

L. Pascu, Journal of

Environmental Protection

and Ecology 13, No 1,

155–163 (2012)

令和元年度WoE

12 文献（研究論

文）

コカミドプロピルベタイン（CAPB）の組成情報

CAPB belongs to the amidopropy] betaine

group, and its chemical structure is usually

derived from coconut oil and

dimethylaminopro pylamine. The

predominantfatty acid in coconutoilis lauric

d (C12)  l   f   (C8

Degradation of the surfactant

Cocamidopropyl betaine by

two bacterial strains isolated

from activated sludge

Marketa Merkova, Michal

Zalesak, Eva Ringlova,

Marketa Julinova, Jan

Ruzicka, International

Biodeterioration &

Biodegradation 127

(2018) 236-240

令和元年度WoE

13 文献（書籍） >80% Closed Bottle 試験物質：Cocoamidopropylbetaine Handbook of

Cleaning/Decontamination of

Surfaces VOLUME 1 (2007)

令和元年度WoE
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14 REACH登録情

報

Interpretation of

results: other: well

biodegradable

under anaerobic

conditions

ca. 80% DOC removal ECETOC

Anaerobic

Biodegradation

(Technical Report

No. 28)

(equivalent or

similar to) OECD

TG 311

no 2 (reliable

with

restrictions)

key study experimental result Sampling time: 62 d 試験物質：C8 -18 AAPB study report (2000) 令和元年度WoE

15 REACH登録情

報

Interpretation of

results: readily

biodegradable

92% CO2 evolution OECD TG 301B yes 2 (reliable

with

restrictions)

supporting

study

experimental result Sampling time: 28 d 試験物質：C8 -18 AAPB study report (2008) 令和元年度WoE

16 REACH登録情

報

Interpretation of

results: inherently

biodegradable

89% DOC removal DIN 38 412, Part

25 (1984)

(equivalent or

similar to) OECD

TG 302B

not specified 2 (reliable

with

restrictions)

supporting

study

experimental result Sampling time: 15 d 試験物質：C12 -18 AAPB study report (1993) 令和元年度WoE

17 REACH登録情

報

Interpretation of

results: other:

biodegradable

under anaerobic

conditions

80-90% biogas

production and

TIC

ISO 11734

(1995): Water

quality -

Evaluation of the

ultimate

anaerobic

biodegradability

of organic

compounds in

digested sludge -

Method by

measurement of

the biogas

production

(equivalent or

l  ) OECD

yes (incl.

certi

2 (reliable

with

restrictions)

supporting

study

experimental result Sampling time: 60 d 試験物質：Coco AAPB study report (2002) 令和元年度WoE

18 REACH登録情

報

Interpretation of

results: readily

biodegradable

87% CO2 evolution EPA OPPTS

835.3120

ISO/DIS 14593

not specified (1) valid

without

restriction

supporting

study

experimental result Sampling time: 28 d 試験物質：Coco AAPB study report (2000) 令和元年度WoE

19 REACH登録情

報

Conclusions: The

test substance

therefore can be

classified as readily

biodegradable in

the marine

environment.

76% O2 consumption OECD TG 306 yes 2 (reliable

with

restrictions)

key study experimental result Sampling time: 28 d 試験物質：Coco AAPB study report (2007) 令和元年度WoE

20 REACH登録情

報

Conclusions: The

test substance

therefore can not

be classified as

readily

biodegradable in

the marine

environment

54% O2 consumption OECD TG 306 yes 2 (reliable

with

restrictions)

supporting

study

experimental result Sampling time: 28 d 試験物質：Coco AAPB study report (2003) 令和元年度WoE

21 REACH登録情

報

Conclusions: On

the basis of the

results, there was

no evidence for the

formation of water

soluble residues

from the principal

component, Coco

AAPB or of the

minor present

ingredients present

in the sample.

96.8 - 105.2% DOC removal OECD TG303A yes 2 (reliable

with

restrictions)

weight of

evidence

experimental result Sampling time: 161

d

試験物質：Coco AAPB study report (1997) 令和元年度WoE

22 REACH登録情

報

Conclusions: The

test item proved to

be easily

biodegradable

and/or accessible

to elimination (97

+/- 4 % DOC

removal).

97% DOC removal OECD TG303A

EU Method C.10

no 2 (reliable

with

restrictions)

weight of

evidence

experimental result Sampling time: 35 d 試験物質：Coco AAPB study report (2001) 令和元年度WoE
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情報源名 分解性 分解度 算出方法 分解生成物 試験方法等 GLP reliability

情報源における

キースタディの

該非

値の種類 値の種類の詳細 備考 文献 ページ番号等 収集年度

1 文献（研究論

文）

inherently

degradable

Zahn-Wellens

test

experimental result Only C14-16-alkene sulfonic acids, sodium

salts (68439-57-6) was examined with the

Zahn-Wellens test; it proved to be inherently

degradable.

Toxicity and ecotoxicity of

sulfonic acids: Structure-

activity relationship

Greim H. et al.,

Chemosphere Volume

28, Issue 12, June 1994,

Pages 2203-2236

P.2206

令和元年度WoE

2 文献（研究論

文）

stable to hydrolysis PAS as well as AOS are stable to hydrolysis

even at extreme pH values

Environmental properties and

aquatic hazard assessment of

anionic surfactants: Physico-

chemical, environmental fate

and ecotoxicity properties

Gustav Könnecker et al.,

Ecotoxicology and

Environmental Safety

Volume 74, Issue 6,

September 2011, Pages

1445-1460

令和元年度WoE

3 文献（研究論

文）

readily

biodegradable

- O2, CO2, DOC

removal

inorganic sulfate

saturated carboxylic

acid

OECD TG studies

Biodegradation

under aerobic

conditions

experimental result AOS with a chain length from C12 to C18の

分解性

Chemical oxidation of the former and

enzymatic oxidation of the latter would then

result in inorganic sulfate and a saturated

carboxylic acid. From this point onwards the

biodegradation pathway would be the same

as for the alkyl sulfates. Measured values

from OECD guideline studies on ready

biodegradability for AOS with a chain length

from C12 to C18 revealed that AOS are

l  l   

Environmental properties and

aquatic hazard assessment of

anionic surfactants: Physico-

chemical, environmental fate

and ecotoxicity properties

Gustav Könnecker et al.,

Ecotoxicology and

Environmental Safety

Volume 74, Issue 6,

September 2011, Pages

1445-1460

令和元年度WoE

4 文献（研究論

文）

the weight of

evidence suggests

that these

compounds do not

biodegrade

anaerobically

Biodegradation

under anaerobic

conditions

experimental result For the PAS and AOS, however, the weight

of evidence suggests that these compounds

do not biodegrade anaerobically, due to the

recalcitrance of the C~S bond under anoxic

conditions.

Environmental properties and

aquatic hazard assessment of

anionic surfactants: Physico-

chemical, environmental fate

and ecotoxicity properties

Gustav Könnecker et al.,

Ecotoxicology and

Environmental Safety

Volume 74, Issue 6,

September 2011, Pages

1445-1460

令和元年度WoE

5 文献（研究論

文）

生分解性 リバー・ダイ・アウェイテ

スト（河川水、海

水）

experimental result Sodium α-olefin sulfonate (AOS)（炭素数不

明）の生分解性

下水処理施設の整備が不充分な地域において, 河川

水あるいは海水中にAOS, SDS, DES

SoapやLASが流入した場合,これらの界面活性剤は水

中で無機質にまで生分解されることが認められた。

河川水および海水中におけるアニオン

界面活性剤の生分解

関口ら、油化学第24巻第7号

(1975)451-455

令和元年度WoE

6 文献（研究論

文）

生分解性 水温に応じて2日以内（27及

び21℃）、5日以内

（15℃）に90%以上、9日

以内に70%以上分解

多摩川の中流部の田

園調布堰で採取した

供試水に界面活性剤

を約10mg/lとなるよ

う添加し、採水時とほ

ぼ同じ水温で好気的

条件で生分解させた

experimental result 試験物質：18/17/16/15-AOS

Fig. 2. Biodegradation of some anionic

surfactants at a) 27℃, b) 21℃, c) 15℃, and

d) 10℃ of water temperature.

界面活性剤の河川水中での生分解 菊池, Bulletin of the

Japanese Society of

Scientific Fisheries

51(11), 1859-1864

(1985)

令和元年度WoE

7 文献（研究論

文）

生分解性 12日後までに分解 ダイ・アウェイ法（試験

水：多摩川中流域

(新二子橋下)の河川

水、濃度：10

mg/l、温度：

10℃）

experimental result 試験物質：炭素数14のα-オレフィンスルポン酸ナトリウ

ム (AOS)

AOSは2段階の分解挙動を示すが,これはアルケンスル

ホン酸ナトリウム(ANS)の分解が先に起こり,次にヒドロ

キシアルカンスルホン酸(HOS)が分解するためである

市販洗剤中の陰イオン界面活性剤の

生分解性

小林ら、日本家政学会誌, 39

巻 8 号 p. 895-899

(1988)

令和元年度WoE

8 REACH登録情

報

Interpretation of

results: readily

biodegradable

80%

96%

CO2 evolution

DOC removal

OECD TG 301B no 2 (reliable

with

restrictions)

key study experimental study 試験物質：CAS RN 68439-57-6

Oxygen conditions: aerobic

Inoculum or test system: activated sludge,

domestic, non-adapted

Duration of test (contact time): 28 d

Initial conc.: 10 mg/L, 20 mg/L

study report (1993) 令和元年度WoE

9 REACH登録情

報

Interpretation of

results: readily

biodegradable

70.90% O2 consumption OECD TG 306 yes 1 (reliable

without

restriction)

supporting

study

experimental study 試験物質：Sodium (C14-16) olefin sulfonate

Oxygen conditions: aerobic

Duration of test (contact time): 28 d

Initial conc.: 5.3 mg/L

study report (1997) 令和元年度WoE

PACS_Name 等 ナトリウム＝アルケンスルホナート（Ｃ＝１４〜１６）又はナトリウム＝ヒドロキシアルカンスルホナート（Ｃ＝１４〜１６）

CASRN 68439-57-6

CA_IN Sulfonic acids, C14-16-alkane hydroxy and C14-16-alkene, sodium salts

通し番号 175
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10 REACH登録情

報

Interpretation of

results: inherently

biodegradable

90, 70, 83% DOC removal OECD TG 302 B not specified 2 (reliable

with

restrictions)

supporting

study

experimental study 試験物質：C14-16-alkane hydroxy and C14-

16-alkene sulfonic acids, sodium salts

Duration of test (contact time): 28 d

Greim, H. et al., Toxicity and

ecotoxicity of sulfonic acids:

Structure-activity relationship,

Chemosphere 28(12): 2203-

2236 (1994)

令和元年度WoE

11 REACH登録情

報

Interpretation of

results: readily

biodegradable

ca. 110% CO2 evolution OECD TG 301 B

EU Method C.4-C

EPA OPPTS

835.3110

1 (reliable

without

restriction)

supporting

study

experimental study 試験物質：CAS RN 68937-98-4

Oxygen conditions: aerobic

Inoculum or test system: activated sludge,

domestic, non-adapted

Initial conc.: ca. 10 mg/L

study report (2018) 令和元年度WoE
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情報源名 分解性 分解度 算出方法 分解生成物 試験方法等 GLP reliability

情報源における

キースタディの

該非

値の種類 値の種類の詳細 備考 文献 ページ番号等 収集年度

1 REACH登録情

報

the test substance

was considered to

be hydrolytically

stable in the pH

range of 5 to 9 at

25°C with a very

small amount of

degradation during

the 30 d study

period.

94.6% (pH 5)

96.8% (pH 7)

94.4% (pH 7)

99.5% (pH 9)

Total recovery of

test substance

EPA Guideline

Subdivision N

161-1

yes 2 (reliable

with

restrictions)

key study experimental study 試験物質：Alkyl dimethyl benzyl ammonium

chloride (ADBAC) (i.e., benzyl C12-16 alkyl

dimethyl ammonium chloride)

Duration: 30 d

Temp.: 25 °C

Initial conc. measured: 10 µg/L

study report (1988) 令和元年度WoE

2 REACH登録情

報

Interpretation of

results: readily

biodegradable

95.50% CO2 evolution OECD TG 301B no 2 (reliable

with

restrictions)

key study experimental study 試験物質：alkyl(C12-C16)

dimethylbenzylammonium chloride (ADBAC)

in aqueous/ethanol solution

Oxygen conditions: aerobic

Inoculum or test system: activated sludge,

domestic, non-adapted

Duration of test (contact time): 28 d

study report (2005) 令和元年度WoE

3 REACH登録情

報

the test substance

was removed from

waste water at a

very high

percentage

(approximately

99.998%) in the

continuous

activated sludge

test. Removal of

the test substance

from the influent

through adsorption

onto sludge was

only 0.016 to

0.023% at two

sampling times,

demonstrating that

the test substance

was removed

almost completely

and biodegraded.

This suggests that

the test substance

biodegrades almost

completely in

conventional

 

> 99.98% (40d)

0.016% (57d)

0.023% (58d)

DOC removal

via sorption

via sorption

OECD TG 303A yes (incl.

certificate)

1 (reliable

without

restriction)

key study experimental study 試験物質純度：49.2% (in water)

Oxygen conditions: aerobic

Inoculum or test system: activated sludge,

domestic, non-adapted

Duration of test (contact time): 58 d

Initial conc.: 49 mg/L

study report (2007) 令和元年度WoE

4 文献（研究論

文）

100% (24h) benzyldimethylamine 試験物質：C14BDMA

使用菌種：BAC enriched community

(Pseudomonas spp.)

C14BDMA-Cl was utilized completely,

resulting in transient BDMA during the first

incubation without any lag (Figure 1a).

Figure 5. Proposed C14BDMA

biotransformation pathway by the BAC

enriched community, showing the fate of

the quaternary N resulting in equimolar

Aerobic Biotransformation of n

-

Tetradecylbenzyldimethylamm

onium Chloride by an Enriched

Pseudomonas spp. Community

Ulas Tezel et al., Environ.

Sci. Technol. 2012, 46,

8714−8722

dx.doi.org/10.1021/es30

0518c

令和元年度WoE

CA_IN Benzenemethanaminium, N,N-dimethyl-N-tetradecyl-, chloride (1:1)

通し番号 184

PACS_Name 等 アルキル（Ｃ＝１２〜１６）（ベンジル）（ジメチル）アンモニウムの塩

CASRN 139-08-2
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5 15日後に約2/3に減少 BDAC濃度 benzyldimethylamine

(BDAM)

benzylmethylamine

(BMAM)

benzylamine (BAM)

benzaldehyde (BAH)

benzoic acid (BA)

試験物質：benzyldodecyldimethylammonium

chloride (BDAC)

使用菌種：Aeromonas hydrophila sp.

Fig. 3 Formation of intermediates during the

degradation of

benzyldimethylalkylammonium

chloride i.e. its major components BTAC

and BDACby Aeromonas hydrophila sp. K.

Degradation of

benzyldimethylalkylammonium

chloride by Aeromonas

hydrophila sp. K.

M.A. Patrauchan and P.J.

Oriel, Journal of Applied

Microbiology 2003, 94,

266–272

令和元年度WoE
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情報源名 分解性 分解度 算出方法 分解生成物 試験方法等 GLP reliability

情報源における

キースタディの

該非

値の種類 値の種類の詳細 備考 文献 ページ番号等 収集年度

1 REACH登録情

報

In environmentally

relevant

conditions, NaCN

will hydrolyze to

HCN in water, and

will not be present

as the inorganic

salt.

HCN equivalent or

similar to OECD

TG 111

2 (reliable

with

restrictions)

supporting

study

other: secondary

source, ECETOC

JACC report

The dissociation of cyanide salts depends on

temperature and pH. The pKa value of the

dissociation equilibrium of HCN vs. H+ + CN

- is 9.36 at 20 °C.

ECETOC, Cyanides of

Hydrogen, Sodium and

Potassium, and Acetone

Cyanohydrin (CAS No. 74-90-

8, 143-33-9, 151-50-8 and

75-86-5) Volume 1, JACC No.

53 (2007)

令和元年度WoE

2 文献 0.0000251 Hydrolysis

constant, Kh at

25° C

HCOONa

NH3

P.39.2 When sodium cyanide is either stored

for a long time or heated, there is a slow

hydrolysis of the C≡N bond as per the

equation (Ullmann’s, 1987):

NaCN + 2H2O → HCOONa + NH3

TABLE 39.1 Physical Properties of Sodium

Cyanide

Ketcheson, K. and M. Fingas.,

Sodium cyanide: Properties,

toxicity, uses and

environmental impacts. Proc.,

Technical Seminar on

Chemical Spills. Ottawa

Environment Canada,

Environmental Protection

Service 7:51-81. (2000)

令和元年度WoE

3 文献（総説） （HCNの分解生成物とし

て）

HCONH2

HCOOH

CH4

NH3

HOCN

CO2

Figure 1. The general categories of chemical

reactions responsible for the biodegradation

of cyanide and thiocyanate.

Biological degradation of

cyanide compounds

Ebbs, Current Opinion in

Biotechnology 2004,

15:231–236

令和元年度WoE

4 文献（研究論

文）

培養条件によって

#1 約10-30%

#2 約20-55%

#3 約15-40%

#4 約30-60%

シアン化合物濃度の

減少率

培養条件：以下の条件の工場排水 #1 1 mM CN

+ 1 mM glucose (120 h)/#2 1 mM CN + 5

mM glucose (120 h)/#3 5 mM CN + 1 mM

glucose (168 h)/#4 5 mM CN + 5 mM

glucose (168h)

使用菌種：similarity to Ochrobactrum

intermedium, Stenotrophomonas maltophila,

Microbacterium paraoxydans, Brevibacillus

brevis, Pseudomonas putida, Bacillus

anthracis and Bacillus weihenstephenensis

（全10種）

Figure 3 - Cyanide degrading efficiency of

the bacterial isolates in mineral broth at

different cyanide and glucose

Aerobic cyanide degradation

by bacterial isolates from

cassava factory wastewater.

Kandasamy, Braz J

Microbiol. 2015 Jul

1;46(3):659-66.

doi: 10.1590/S1517-

838246320130516

令和元年度WoE

5 文献（総説） (HCNの分解生成物として）

HOCN, H2O (e.g.

Pseudomonas sp.)

CO2, NH3 (e.g. P.

fluorescens, Bacillus

pumillus,

P. cereus, Escherichia

coli)

HCONH2 (e.g. snow

moulds and common

pathogenic fungi)

HCOOH, NH3 (e.g.

Alcaligenes

xylosooxidans

denitrificans)

（シアン化物の分解生成物と

して）

  

Table 2. Blochemistry of cyanide

degradation and microorganisms Involved.

Biological cyanide destruction

mediated by microorganisms

S. K. Dubey,

World Journal of

Microbiology &

Biotechnology (1995)

11: 257.

https://doi.org/10.1007/

BF00367095

令和元年度WoE

CASRN 143-33-9

CA_IN Sodium cyanide (Na(CN))

通し番号 192

PACS_Name 等 シアン化ナトリウム
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情報源名 分解性 分解度 算出方法 分解生成物 試験方法等 GLP reliability

情報源における

キースタディの

該非

値の種類 値の種類の詳細 備考 文献 ページ番号等 収集年度

1 REACH登録情

報

Interpretation of

results:

other: Not readily

biodegradable

equivalent or

similar to OECD

TG 301 D (Closed

Bottle Test)

yes (incl.

certificate)

1 (reliable

without

restriction)

key study experimental study Oxygen conditions: aerobic

Inoculum or test system: activated sludge,

domestic, non-adapted

Duration of test (contact time): 5 d

Initial conc : 120 mg/L

study report (1992) 令和元年度WoE

2 文献（報告

書）

23% (calculated) BOD5 OECD TG 301 D yes 1 (reliable

without

restriction)

Duration (days): 5

Initial conc. (mg/L): 120

NIVA (2017), Biodegradation

of selected offshore chemicals

http://hdl.handle.net/11250/2

482671

令和元年度WoE

3 文献（報告

書）

10.17±1.95%

6.97±3.58%

Not specified Not specified no 2 (reliable

with

restrictions)

Duration (days): 24-hour cycle; 72-hour

cycle

Initial conc. (mg/L): Not specified

NIVA (2017), Biodegradation

of selected offshore chemicals

http://hdl.handle.net/11250/2

482671

令和元年度WoE

4 文献（報告

書）

Ca 10% Not specified Modified

Screening (ready

test)

no 2 (reliable

with

restrictions)

Duration (days): 28

Initial conc. (mg/L): Not specified

NIVA (2017), Biodegradation

of selected offshore chemicals

http://hdl.handle.net/11250/2

482671

令和元年度WoE

5 文献（報告

書）

17% (7d)

7% (28d)

BOD Read across

OECD 301D

modifications*

no 2 (reliable

with

restrictions)

Duration (days): 7, 28

Initial conc. (mg/L): 6.72, 16.79

* Preadapted inoculum was used, and

inorganic phosphate was left out of the

nutrient medium.

NIVA (2017), Biodegradation

of selected offshore chemicals

http://hdl.handle.net/11250/2

482671

令和元年度WoE

6 文献（報告

書）

3.51% (24h)

0.87% (72h)

Radiochemical

measurment

Modified SCAS

Test

no 2 (reliable

with

restrictions)

Duration (days): 24h, 72h

Initial conc. (mg/L): Not specified

NIVA (2017), Biodegradation

of selected offshore chemicals

http://hdl.handle.net/11250/2

482671

令和元年度WoE

7 文献（研究論

文）

33% DOC OECD TG 302B Organophosphonates: A

review on environmental

relevance, biodegradability and

removal in wastewater

treatment plants

Eduard Rott et al.,

Science of The Total

Environment

Volume 615, 15 February

2018, Pages 1176-1191

https://doi.org/10.1016/j

scitotenv 2017 09 223

令和元年度WoE

8 文献（研究論

文）

0% DOC OECD TG 302B Organophosphonates: A

review on environmental

relevance, biodegradability and

removal in wastewater

treatment plants

Eduard Rott et al.,

Science of The Total

Environment

Volume 615, 15 February

2018, Pages 1176-1191

https://doi.org/10.1016/j

scitotenv 2017 09 223

令和元年度WoE

9 文献（研究論

文）

0% Primary

substance

OECD TG 302B Organophosphonates: A

review on environmental

relevance, biodegradability and

removal in wastewater

treatment plants

Eduard Rott et al.,

Science of The Total

Environment

Volume 615, 15 February

2018, Pages 1176-1191

https://doi.org/10.1016/j

scitotenv 2017 09 223

令和元年度WoE

10 文献（研究論

文）

100% DOC OECD TG 302A Organophosphonates: A

review on environmental

relevance, biodegradability and

removal in wastewater

treatment plants

Eduard Rott et al.,

Science of The Total

Environment

Volume 615, 15 February

2018, Pages 1176-1191

https://doi.org/10.1016/j

scitotenv 2017 09 223

令和元年度WoE

11 文献（研究論

文）

7% 14CO2/C OECD TG 302A Organophosphonates: A

review on environmental

relevance, biodegradability and

removal in wastewater

treatment plants

Eduard Rott et al.,

Science of The Total

Environment

Volume 615, 15 February

2018, Pages 1176-1191

https://doi.org/10.1016/j

scitotenv 2017 09 223

令和元年度WoE

PACS_Name 等 （１－ヒドロキシエタン－１，１－ジイル）ジホスホン酸

CASRN 2809-21-4

CA_IN Phosphonic acid, P,P'-(1-hydroxyethylidene)bis-

通し番号 217(123)
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12 文献（研究論

文）

<3% 14CO2/C OECD TG 301E Organophosphonates: A

review on environmental

relevance, biodegradability and

removal in wastewater

treatment plants

Eduard Rott et al.,

Science of The Total

Environment

Volume 615, 15 February

2018, Pages 1176-1191

https://doi.org/10.1016/j

.scitotenv.2017.09.223

令和元年度WoE

13 文献（研究論

文）

<10% BOD30/COD OECD TG 301D Organophosphonates: A

review on environmental

relevance, biodegradability and

removal in wastewater

treatment plants

Eduard Rott et al.,

Science of The Total

Environment

Volume 615, 15 February

2018, Pages 1176-1191

https://doi.org/10.1016/j

.scitotenv.2017.09.223

令和元年度WoE

14 文献（研究論

文）

No consumption O2consumption OECD TG 301F Organophosphonates: A

review on environmental

relevance, biodegradability and

removal in wastewater

treatment plants

Eduard Rott et al.,

Science of The Total

Environment

Volume 615, 15 February

2018, Pages 1176-1191

https://doi.org/10.1016/j

.scitotenv.2017.09.223

令和元年度WoE

15 文献（研究論

文）

<10% CO2 evolution OECD TG 301B Organophosphonates: A

review on environmental

relevance, biodegradability and

removal in wastewater

treatment plants

Eduard Rott et al.,

Science of The Total

Environment

Volume 615, 15 February

2018, Pages 1176-1191

https://doi.org/10.1016/j

.scitotenv.2017.09.223

令和元年度WoE

16 文献（評価報

告書）

33% DOC removal Zahn-Wellens

test

after 28 days FDA, Environmental

Assessment for Food Contact

Notification FCN 1426

ATTACHMENT 7

Environmental Assessment

令和元年度WoE

17 文献（評価報

告書）

2% theoretical CO2 modified OECD

protocol

after 70 days FDA, Environmental

Assessment for Food Contact

Notification FCN 1426

ATTACHMENT 7

Environmental Assessment

令和元年度WoE

18 文献（評価報

告書）

94% In a low ortho-phosphate environment

activated sludge at 28° C after 28 days

FDA, Environmental

Assessment for Food Contact

Notification FCN 1426

ATTACHMENT 7

Environmental Assessment

令和元年度WoE
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情報源名
親化合物の

分解生成物
CAS RN 分解性 分解度 算出方法

さらなる

分解生成物
試験方法等 GLP reliability

情報源におけるキースタ

ディの該非
値の種類 値の種類の詳細 備考 文献

ページ番

号等
収集年度

1 REACH登録情

報

methane 74-82-8 65.70% BOD The test was run at 25 degrees C

using normal BOD test procedure

extended to 35 days.

1.0 mg of test substance was used

in BOD vessel.

- other information Zobell, C.E., The

occurrence, effects and fate

of oil|polluting the sea. In:

Advances in Water Pollution

Research, |Pearson, E.A.

(Ed )  Pergamon Press

令和元年度WoE

2 REACH登録情

報

ethane 74-84-0 Interpretation of

results:

readily

biodegradable

100% degradation (test

mat. analysis)

no 2 (reliable with

restrictions)

key study experimental study Sampling time:

385.5 h

Oxygen conditions:

aerobic

Inoculum or test system:

other: Model esturaine

ecosystem (replicates

the gross features of

Narrangansett Bay

biological community

  

publication (1981) 令和元年度WoE

3 J―CHECK ethylene glycol 107-21-1 分解性が良好と判

断される化学物質

通産省公報 (1988/12/28) 令和元年度WoE

4 REACH登録情

報

ethylene glycol 107-21-1 Ethers and

glycols are

generally

regarded as

stable towards

hydrolysis.

2 (reliable with

restrictions)

supporting study Environmental Behavior of

Organic Compounds

Lyman

WJ,

Reehl

WF,

Rosenbl

att DH,

Handbo

ok of

Chemica

l

Property

Estimati

on

Methods

. Amer

Chem

Soc,

Washing

令和元年度WoE

5 REACH登録情

報

ethylene glycol 107-21-1 Interpretation of

results: readily

biodegradable

90-100% DOC removal OECD TG 301A yes 1 (reliable without

restriction)

key study experimental study Sampling time: 10 d study report (1996) 令和元年度WoE

6 REACH登録情

報

ethylene glycol 107-21-1 Interpretation of

results: readily

biodegradable

100% DOC removal 2 (reliable with

restrictions)

key study experimental study Sampling time: 3 d Oxygen conditions:

aerobic

Inoculum or test system:

natural water

Biodegradation of mono-

di- and triethylene glycols

in river waters under

controlled laboratory

conditions.

Evans

WH and

David

EJ,

Water

Researc

h Vol. 8.

pp. 97

to 100

(1974)

令和元年度WoE

7 J―CHECK vinyl chloride 75-01-4 高濃縮性ではないと

判断される物質

16及び3% BOD OECD TG 301D（Closed Bottle法） yes experimental study 28日間 通産省公報 (1997/12/26)

既存物質点検 (1988)

令和元年度WoE

8 REACH登録情

報

vinyl chloride 75-01-4 DT50: 2.3 d 1 (reliable without

restriction)

key study Dissipation half-life of parent compound review article or handbook

(2006)

令和元年度WoE

9 REACH登録情

報

vinyl chloride 75-01-4 under test

conditions no

biodegradation

observed

16% % degradation

(O2

consumption)

OECD TG 301D（Closed Bottle法） no 2 (reliable with

restrictions)

key study experimental study Sampling time: 28 d Chemicals Evaluation and

Research Institute

http://www.safe.nite.go.jp/

english/kizon/KIZON_start_

hazkizon.html

The Official Bulletin of the

Ministry of International

Trade and Industry (1997)

令和元年度WoE

10 REACH登録情

報

chloroethane 75-00-3 under test

conditions no

biodegradation

observed

-3% % degradation

(O2

consumption)

EU Method C.4-E yes 1 (reliable without

restriction)

key study experimental study Sampling time: 28 d study report (1993) 令和元年度WoE

11 REACH登録情

報

2-Chloroethanol 107-07-3 ca. 0 h-1 no 2 (reliable with

restrictions)

key study experimental study pH: 7 Klockner D, Abbau durch

Biologie, Chem Ind 39(7):

92-94 (1987)

令和元年度WoE

12 REACH登録情

報

2-Chloroethanol 107-07-3 Biodegradable > 95%

93%

DOC removal and

CO2 evolution

% degradation

(O2

consumption)

OECD TG 301F

(Modified respirometric test (OECD

Guideline 301 F) and a combined

CO2 evolution/DOC removal test.)

no 2 (reliable with

restrictions)

key study experimental study Sampling time: 28 d Oxygen conditions:

aerobic

Inoculum or test system:

activated sludge,

industrial, non-adapted

Strotmann U, Schwarz H,

and Pagga U, The

combined CO2/DOC test - a

new method to determine

the biodegradability of

organic compounds.,

Chemosphere 30(3): 525-

538  (1995)

令和元年度WoE

付属資料6.1-3 情報収集結果（分解生成物情報）

通し番号

PACS_Name 等

CASRN

11

１，２－ジクロロエタン

107-06-2

CA_IN Ethane, 1,2-dichloro-

1/15
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13 REACH登録情

報

2-Chloroethanol 107-07-3 Interpretation of

results: other:

the test

substance is not

easily eliminated

from water

21% DOC removal equivalent or similar to OECD TG

302B

no 2 (reliable with

restrictions)

supporting study experimental study Sampling time:

14 d

Oxygen conditions:

aerobic

Inoculum or test system:

other: inoculum as mix

of adapted and

unadapted activated

sludge

study report (1978) 令和元年度WoE

14 1-Chloroethanol 594-01-4 情報なし 令和元年度WoE
15 - ethene 74-85-1 情報なし 令和元年度WoE

2/15
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情報源名
親化合物の

分解生成物
CAS RN 分解性 分解度 算出方法

さらなる

分解生成物
試験方法等 GLP reliability

情報源におけるキースタ

ディの該非
値の種類 値の種類の詳細 備考 文献

ページ番

号等
収集年度

1 REACH登録情

報

dimethylamine 124-40-3 Interpretation of

results: readily

biodegradable

88%

96%

100%

BOD (NH3)

TOC removal

HPLC

MITI -I (OECD TG 301 C) not

specified

2 (reliable with

restrictions)

key study experimental study Oxygen conditions:

aerobic

Inoculum or test system:

activated sludge

(adaptation not

specified)

Details on inoculum:

concentration of

activated sludge: 30

mg/L

Duration of test (contact

time): 4 wk

Initial conc.: 100 mg/L

   

Official Bulletin of Economy,

Trade and Industry,

Biodegradation and

Bioconcentration of Existing

Chemical Substances under

the Chemical Substances

Control Law

(Dimethylamine), (1975)

令和元年度WoE

2 REACH登録情

報

dimethylamine 124-40-3 It can be

concluded that

in agricultural

soils there will

be rapid

metabolism of

dimethylamine

resulting from

application of

herbicide

formulations

with no

likelihood of any

il  f

>40% (#1, 2d)

>40% (#2, 2d)

>40% (#3, 2d)

69-89% (#1, 7d)

69-89% (#2, 7d)

69-89% (#3, 7d)

radiochem.

meas.

2 (reliable with

restrictions)

key study experimental study Oxygen conditions:

aerobic

Soil classification: USDA

(US Department of

Agriculture)

Soil properties: #1 Clay

from Indian Head, #2

Clay from Regina, #3

Loamy sand from White

City

publication (1992) 令和元年度WoE

3 REACH登録情

報

monomethylami

ne

74-89-5 The rate

constant for

indirect

photolysis of

monomethylami

ne with OH as

sensitiser was

found to be 2.2

E-11

cm3/(molecule*

sec) at 299 K.

Rate constant (for

indirect photolysis):

0.000000000022 cm³

/(molecule*sec).

Rate constant

22.0*10^-12

cm^3 molecule*sec at

299 K

Reaction with:

OH radicals

2 (reliable with

restrictions)

weight of evidence experimental study Atkinson, R. et al., Rate

constants for the reaction

of the OH radical with

CH3SH and CH3NH2 over

the temperature range 299-

426°K., The Journal of

Chemical Physics 66(4):

1578-1581 (1977)

Atkinson, R., Journal of

Physical and Chemical

Reference Data, Monograph

 )

令和元年度WoE

4 REACH登録情

報

monomethylami

ne

74-89-5 When O3 is used

as sensitiser for

indirect photolyis

a constant k of

(7.4 +/- 2.4) x

E-21

cm3/(molecule*

sec) is reported

at a temperature

   

Rate constant:

0 cm³ molecule-1 s-1

(k = (7.4 ± 2.4) x 10e-

21 cm3/(mol x sec);

(25 °C, 298 K))

Reaction with:

ozone

2 (reliable with

restrictions)

weight of evidence experimental study Atkinson, R., J. Phys.

Chem. Ref. Data

Monograph 2 (1994)

令和元年度WoE

5 REACH登録情

報

monomethylami

ne

74-89-5 The conclusion is

that the

substance is

thermodynamica

lly stable in

water to

hydrolysis.

Thermodynamically

stable in water to

hydrolysis at pH 4, 7,

and 9

2 (reliable with

restrictions)

supporting study experimental study Verscheuren, K., ed.,

Handbook of Environmental

Data on Organic Chemicals,

3rd ed. (1988)

Schmidt-Bleek, F., Steps

towards environmental

hazard assessment of new

chemicals, Chemosphere

  )

令和元年度WoE

6 REACH登録情

報

monomethylami

ne

74-89-5 Interpretation of

results: readily

biodegradable

84% BOD (NH3) MITI-I (OECD TG 301 C) not

specified

2 (reliable with

restrictions)

key study experimental study 試験物質：methylamine

hydrochloride

Oxygen conditions:

aerobic

Inoculum or test system:

activated sludge

(adaptation not

specified)

Details on inoculum:

Concentration of

activated sludge: 30

mg/L.

Duration of test (contact

time): 2 wk

i i l   /

Official Bulletin of Economy,

Trade and Industry,

Biodegradation and

Bioconcentration of Existing

Chemical Substances under

the Chemical Substance

Control Law, National

Institute of Technology and

Evaluation;

http:/www.safe.nite.go.jp/d

ata/hazkizon/pk_e_kizon_di

sp.html?k_no=0878 (1988)

令和元年度WoE

通し番号 27

CA_IN Formamide, N,N-dimethyl-

PACS_Name 等 Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド

CASRN 68-12-2

3/15
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7 REACH登録情

報

monomethylami

ne

74-89-5 Interpretation of

results: readily

biodegradable

67.8%

93.5%

BOD/ThOD

BOD/COD

BOD-Test (BOD of THOD)

(Screening test)

no 2 (reliable with

restrictions)

supporting study experimental study Oxygen conditions:

aerobic

Inoculum or test system:

activated sludge

(adaptation not

specified)

Sampling time: 13 d

Chudoba, J., Pitter, P., and

Madera, V., Biological

Oxidation of Lower Aliphatic

Amines and

Dimethylformamide, Chem

Prum 19: 76-80, Cited in:

SRC (2007). BIODEG

database search results,

available online at .

Syracuse Research

Corporation, research dated

 

令和元年度WoE

8 REACH登録情

報

monomethylami

ne

74-89-5 Interpretation of

results: not

readily

biodegradable

55% BOD/ThOD equivalent or similar to OECD TG

301 F

no 2 (reliable with

restrictions)

supporting study experimental study Oxygen conditions:

aerobic

Inoculum or test system:

activated sludge,

domestic (adaptation not

specified)

Duration of test (contact

time): 28 d

Initial conc.: 400 mg/L

   

other company data (1990) 令和元年度WoE

9 REACH登録情

報

formaldehyde 50-00-0 The results of

the study

indicate that

formaldehyde is

rapidly

eliminated in

anaerobic

sludge.

Elimination is

predominantly

due to

degradation,

rather than

volatilization or

100% (Sampling time:

4 d)

test mat.

Analysis

2 (reliable with

restrictions)

key study experimental study Oxygen conditions:

anaerobic

Inoculum or test system:

anaerobic sludge

Duration of test (contact

time): 11 d

Initial conc.: 1 360 mg/L

(Based on: test mat.)

Eiroa M, Vilar A, Kennes C,

Veiga MC, Formaldehyde

biodegradation in the

presence of methanol under

denitrifying conditions., J.

Chem. Technol. Biotechnol.

81, 312-317 (2006)

令和元年度WoE

10 REACH登録情

報

formaldehyde 50-00-0 Interpretation of

results: readily

biodegradable

99% DOC removal OECD TG 301 A yes (incl.

certificate)

1 (reliable without

restriction)

key study experimental study 試験物質：30-55% W/W

aqueous solution (Purity:

39.8 % Formaldehyde

(CoA), 1.4 % Methanol

(CoA), 0.025 % Formic

acid (CoA))

Oxygen conditions:

aerobic

Inoculum or test system:

sewage, predominantly

domestic, non-adapted

Duration of test (contact

time): 28 d

Initial conc  10 mg/L

study report (2011) 令和元年度WoE

11 REACH登録情

報

formaldehyde 50-00-0 The result was

not influenced

by the

bactericidal

properties of the

test substance

because test

concentrations

(2-5 mg/L) were

well below

inhibitory

concentration

limits (30 mg/L).

The Closed

Bottle test is

suitable for

volatile

substances.

However,

volatility of

formaldehyde

from aqueous

  

90% O2 consumption OECD TG 301 D no 2 (reliable with

restrictions)

supporting study experimental study Oxygen conditions:

aerobic

Inoculum or test system:

not specified

Duration of test (contact

time): 28 d

Initial conc.: 2 - 5 mg/L

(Based on: test mat.)

Gerike P, Gode P, The

biodegradability and

inhibitory threshold

concentration of some

disinfectants. Chemosphere

21, 799-812 (1990)

令和元年度WoE

12 REACH登録情

報

formaldehyde 50-00-0 Interpretation of

results: readily

biodegradable

91%

97%

O2 consumption

TOC removal

no OECD TG 301 C no 2 (reliable with

restrictions)

supporting study experimental study Oxygen conditions:

aerobic

Inoculum or test system:

activated sludge

(adaptation not

specified)

Duration of test (contact

time): 2 wk

Initial conc.: 100 mg/L

(Based on: test mat.)

National Institute of

Technology and Evaluation,

Japan, The Official Bulletin

of Economy, Trade and

Industry.(1989)

http://www.safe.nite.go.jp/

english/kizon/KIZON_start_

hazkizon.html (last

accessed on 24rd Oct 2006)

令和元年度WoE

4/15
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13 REACH登録情

報

formaldehyde 50-00-0 The results of

the study

indicate that

formaldehyde is

eliminated in

biological

treatment plants

to a high extent.

Elimination is

predominantly

due to

degradation,

rather than

volatilization or

100% test mat.

Analysis

equivalent or similar to OECD TG

303 A

no 2 (reliable with

restrictions)

key study experimental study Oxygen conditions:

aerobic

Inoculum or test system:

activated sludge,

industrial, adapted

Duration of test (contact

time): 160 d

Eiroa M, Kennes C, Veiga

MC, Simultaneous

nitrification and

formaldehyde

biodegradation in an

activated sludge unit.,

Bioresource Technology 96,

1914-1918 (2005)

令和元年度WoE

14 REACH登録情

報

formic acid 64-18-6 Interpretation of

results: readily

biodegradable

99% (11d) DOC removal EU Method C.4-B no 2 (reliable with

restrictions)

key study experimental study Oxygen conditions:

aerobic

Inoculum or test system:

other: effluent from

laboratory wastewater

treatment plants fed

with municipal sewage

Duration of test (contact

time)  11 d

study report (1988) 令和元年度WoE

15 REACH登録情

報

formic acid 64-18-6 Interpretation of

results: readily

biodegradable

98% (14d) DOC removal EU Method C.4-B no 2 (reliable with

restrictions)

key study experimental study Oxygen conditions:

aerobic

Inoculum or test system:

other: effluent from

laboratory wastewater

treatment plants fed

with municipal sewage

Duration of test (contact

time): 14 d

study report (1988) 令和元年度WoE

16 REACH登録情

報

formic acid 64-18-6 Interpretation of

results: readily

biodegradable

100% O2 consumption OECD TG 301 C no 2 (reliable with

restrictions)

key study experimental study Oxygen conditions:

aerobic

Inoculum or test system:

mixture of sewage, soil

and natural water

Duration of test (contact

time): 28 d

Initial conc.: 100 mg/L

(Based on: test mat.)

publication (1993) 令和元年度WoE

17 REACH登録情

報

formic acid 64-18-6 Readily

biodegradable in

seawater

95% O2 consumption 2 (reliable with

restrictions)

key study experimental study Oxygen conditions:

aerobic

Inoculum or test system:

other: wastewater, seed

bacteria, and growth

factors

Duration of test (contact

time): 20 d

Price KS, Waggy GT, and

Conway RA, Brine shrimp

bioassay and seawater BOD

of petrochemicals, J. Water

Pollut. Contr. Fed. 46(1),

63-77 (1974)

令和元年度WoE

18 REACH登録情

報

acetic acid 64-19-7 Interpretation of

results: readily

biodegradable

96% biooxidation published BOD procedure -

"Standard Methods for the

Examination of Waste and

Wastewater" 13th Edition, Amer.

Pub. Health Assn., New York (1971)

no 2 (reliable with

restrictions)

weight of evidence experimental study Oxygen conditions:

aerobic

Inoculum or test system:

other: See details

Details on inoculum:

equal-volume mixture of

two biologically treated

petrochemical effluents,

settled domestic

wastewater, Kanawha

River water (receives

wate effluent from

numerous industrial and

domestic sources) and

soil.

Duration of test (contact

time): 20 d

    

Price, K.S., Waggy, G.T.

And Conway, R.A., Brine

shrimp bioassays and

seawater BOD of

petrochemicals, J. Water

pollut. Contr. Fed. Vol 46

PP 46-77 (1974)

令和元年度WoE

19 REACH登録情

報

acetic acid 64-19-7 Interpretation of

results: readily

biodegradable

- DOC removal no 2 (reliable with

restrictions)

weight of evidence experimental study Oxygen conditions:

anaerobic

Inoculum or test system:

other: synthetic sewage.

Details on inoculum:

Concentration of

seedimg bacteria =

100mg-C/l

Duration of test (contact

time): 4 wk

Initial conc.: 30 other:

Kameya, T,. Murayama, T.,

Urano, K. And Kitano, M.,

Biodegradation ranks of

priority organic compounds

under anaerobic conditions,

Sci. Total Env.170, 43-51

(1995)

令和元年度WoE

5/15
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20 REACH登録情

報

acetic acid 64-19-7 Acetic acid

reached 40.2%

of its theoretical

oxygen demand

in 24h.

40.2% (24 h) theoretical

oxygen demand

no 2 (reliable with

restrictions)

weight of evidence experimental study Oxygen conditions:

aerobic

Inoculum or test system:

activated sludge,

domestic (adaptation not

specified)

Details on inoculum:

activated sludge from

three municipal waste

treatment plants

Duration of test (contact

time): 24 h

Details on study design:

Warburg respirometer

Malaney, G.W. And

Gerhold, R.M., Structural

determinants in the

oxidation of aliphatic

compounds by activated

sludge, J. Water Pollut.

Control Fed. Vol 41 No 2 Pt

2 (1969)

令和元年度WoE

21 REACH登録情

報

formamide 75-12-7 Water rate constant

(k): 1.1E-10 s-1 (t1/2

= 199 years) at 25 °C

2 (reliable with

restrictions)

other information experimental study Slebocka-Tilk H, Sauriol F,

Monette M, and Brown RS,

Aspects of the hydrolysis of

formamide: revisitation of

the water reaction and

determination of the

solvent deuterium kinetic

isotope effect in base, Can.

J. Chem. 80, 1343-1350.

令和元年度WoE

22 REACH登録情

報

N-

methylformamid

e

123-39-7 Interpretation of

results: easily

eliminated from

water (mainly by

biodegradation)

100% DOC removal OECD TG 302 B no 2 (reliable with

restrictions)

key study experimental study Oxygen conditions:

aerobic

Inoculum or test system:

activated sludge,

industrial (adaptation

not specified)

Duration of test (contact

time): 7 d

Initial conc.: 400 mg/L

(Based on  DOC)

study report (1982) 令和元年度WoE

6/15



付属資料6.1-3

23 REACH登録情

報

methanol 67-56-1 Interpretation of

results: readily

biodegradable

82.7% (5 d) BOD/ThOD 2 (reliable with

restrictions)

key study experimental study Oxygen conditions:

aerobic

Inoculum or test system:

sewage, domestic, non-

adapted

Details on inoculum:

Sewage water from a

domestic sewage

treatment plant in

Stuttgart, Germany was

sieved and if necessary

diluted with tap water to

reach a consumption of

potassium

permanganate of 250 -

300 mg/L

Duration of test (contact

time): 8 - 10 d

Initial conc.: 4 - 200 g/L

(test material along with

Urea and Di-

di h d h h

Wagner, R.,

Untersuchungen über das

Abbauverhalten organischer

Stoffe mit Hilfe der

respirometrischen Verdü

nnungsmethode. II. Die

Abbaukinetik der

Testsubstanzen, Vom

Wasser 47: 241-265 (1976)

令和元年度WoE

24 REACH登録情

報

methanol 67-56-1 Interpretation of

results: readily

biodegradable

71.5% (5 d) BOD/ThOD 2 (reliable with

restrictions)

key study experimental study Oxygen conditions:

aerobic

Inoculum or test system:

other bacteria: synthetic

sewage

Duration of test (contact

time): 8 - 10 d

Initial conc.: 4 - 200 g/L

(test material along with

Urea and Di-

sodiumhydrogenphospha

t-12-hydrate)

Wagner, R.,

Untersuchungen über das

Abbauverhalten organischer

Stoffe mit Hilfe der

respirometrischen Verdü

nnungsmethode. II. Die

Abbaukinetik der

Testsubstanzen, Vom

Wasser 47: 241-265 (1976)

令和元年度WoE

25 REACH登録情

報

methanol 67-56-1 Interpretation of

results: readily

biodegradable

97% O2 consumption Standard Methods for the

Examination of Water and

Wastewater. 1971. 13th Ed.

American Public Health Association,

New York, NY

Principles of method if other than

guideline: closed bottle test (BOD

of THOD)

2 (reliable with

restrictions)

key study experimental study Oxygen conditions:

aerobic

Inoculum or test system:

other: marine water, raw

wastewater, bacteria,

growth factors

Duration of test (contact

time): 20 d

Initial conc.: 3, 7, 10

mg/L (Based on: test

Price, K.S. et al , Brine

shrimp bioassay and

seawater BOD of

petrochemicals.,

Journal Water Pollution

Control Federation 46(1):

63-77. (1974)

令和元年度WoE

26 REACH登録情

報

methanol 67-56-1 Interpretation of

results: readily

biodegradable

95% O2 consumption Standard Methods for the

Examination of Water and

Wastewater. 1971. 13th Ed.

American Public Health Association,

New York, NY

Principles of method if other than

guideline: closed bottle test (BOD

of THOD)

2 (reliable with

restrictions)

key study experimental study Oxygen conditions:

aerobic

Inoculum or test system:

sewage, domestic, non-

adapted

Duration of test (contact

time): 20 d

Initial conc.: 3, 7, 10

mg/L (Based on: test

Price, K.S. et al , Brine

shrimp bioassay and

seawater BOD of

petrochemicals.,

Journal Water Pollution

Control Federation 46(1):

63-77. (1974)

令和元年度WoE

27 REACH登録情

報

methanol 67-56-1 - 91% (1d)

92%

COD removal

TOC removal

2 (reliable with

restrictions)

key study experimental study Oxygen conditions:

aerobic

Inoculum or test system:

activated sludge,

industrial (adaptation

not specified)

Duration of test (contact

time): 15 d

Initial conc.: 100 mg/L

(Based on: test mat.)

Matsui, S. et al., Experience

of 16 years' operation and

maintenance of the

Fukashiba industrial

wastewater treatment plant

of the Kashima

petrochemical complex - II.

Biodegradability of 37

organic substances and 28

process wastewaters, Water

Science and Technology

20(10)  201 210 (1988)

令和元年度WoE

7/15



付属資料6.1-3

情報源名
親化合物の

分解生成物
CAS RN 分解性 分解度 算出方法

さらなる

分解生成物
試験方法等 GLP reliability

情報源におけるキースタ

ディの該非
値の種類 値の種類の詳細 備考 文献

ページ番

号等
収集年度

1 REACH登録情

報

iminodiacetic

acid (IDA)

142-73-4 情報なし 令和元年度WoE

2 REACH登録情

報

glycine 56-40-6 Interpretation of

results: readily

biodegradable

76 - 82% O2 consumption OECD TG 301C

Method for Testing the

Biodegradability of Chemical

Substances by Microorganisms,

adopted in 1974

yes 1 (reliable without

restriction)

key study experimental study Oxygen conditions:

aerobic

Inoculum or test system:

mixture of sewage, soil

and natural water

Duration of test (contact

time): 14 d

Initial conc.: 100 mg/L

study report (1993) 令和元年度WoE

3 REACH登録情

報

glyoxylate 298-12-4 Vapor-phase

glyoxylic acid

undergoes rapid

direct photolysis

in the ambient

atmosphere and

has a daytime

persistence that

is not expected

to exceed a few

h

2 (reliable with

restrictions)

other information other: Bibliographic peer reviewed data Details on test material:

Glyoxylic acid 50 %

Light source: sunlight

HSDB:

http://toxnet.nim.nih.gov

令和元年度WoE

4 REACH登録情

報

glyoxylate 298-12-4 Interpretation of

results: readily

biodegradable

98% DOC removal OECD TG 301A yes (incl.

certificate)

1 (reliable without

restriction)

key study experimental study Oxygen conditions:

aerobic

Inoculum or test system:

activated sludge,

domestic, non-adapted

Duration of test (contact

time): 14 d

Initial conc.: 30.4 mg/L

(DOC)

Sampling time  3 d

study report (2009) 令和元年度WoE

5 REACH登録情

報

glyoxylate 298-12-4 Interpretation of

results: readily

biodegradable

ca. 99% (3d)

95.5% (7d)

98.1% (14d)

DOC removal IRCHA; Exp. AFNOR Norm T90 302 no 2 (reliable with

restrictions)

supporting study experimental study Oxygen conditions:

aerobic

Inoculum or test system:

other: according to

Norm T90 302

Duration of test (contact

time): 14 d

Initial conc.: 39 27 mg/L

study report (1985) 令和元年度WoE

6 REACH登録情

報

Serine 56-45-1 Interpretation of

results: readily

biodegradable

81% O2 consumption OECD TG 301 F

EU Method C.4-D

yes (incl.

certificate)

1 (reliable without

restriction)

key study experimental study Oxygen conditions:

aerobic

Inoculum or test system:

activated sludge,

domestic, non-adapted

Duration of test (contact

time): 28 d

Initial conc.: 104 mg/L

 

study report (2012) 令和元年度WoE

7 REACH登録情

報

Serine 56-45-1 Interpretation of

results: readily

biodegradable

29% O2 consumption no 2 (reliable with

restrictions)

supporting study experimental study Oxygen conditions:

aerobic

Inoculum or test system:

activated sludge

(adaptation not

specified)

Initial conc.: 500 mg/L

(test mat.)

Malaney G.W. and Gerhold

M.G., Structural

determinants in the

oxidation of aliphatic

compounds by activated

sludge., J. Wat. Pollut.

Control Fed., vol. 41, R18-

R33 (1969).

li  i   h

令和元年度WoE

8 REACH登録情

報

Serine 56-45-1 Conclusions:

L-Serine is well

biodegraded

under anaerobic

conditions.

99% (35d)

98% (78d)

CH4 evolution no 2 (reliable with

restrictions)

supporting study experimental study Oxygen conditions:

anaerobic

Inoculum or test system:

anaerobic sludge

Duration of test (contact

time): 35 d

Stuckey D.C and McCarty

P.L, The effect of thermal

pretreatment on the

anaerobic biodegradability

and toxicity of waste

activated sludge., Water

Research, Volume 18,

No.11, pp. 1343-1353

令和元年度WoE

9 REACH登録情

報

Aconitate 4023-65-8

585-84-2

Buffer and sonicated

cells条件でのみ検出

(Tiedje, 1973)

情報なし

令和元年度WoE

10 REACH登録情

報

Isocitrate 320-77-4 Buffer and sonicated

cells条件でのみ検出

(Tiedje, 1973)

情報なし

令和元年度WoE

11 REACH登録情

報

α-hydroxyl NTA - CAS RN特定不可 令和元年度WoE

12 REACH登録情

報

Tartronic

semialdehyde

2480-77-5 情報なし 令和元年度WoE

13 REACH登録情

報

Glycerate 6000-40-4

28305-26-2

67525 74 0

情報なし 令和元年度WoE

CA_IN Glycine, N,N-bis(carboxymethyl)-, sodium salt (1:3)

通し番号 152

PACS_Name 等 ２，２’，２’’－ニトリロ三酢酸のナトリウム塩

CASRN 5064-31-3

8/15



付属資料6.1-3

14 REACH登録情

報

Hydroxypyrvate 1113-60-6 情報なし 令和元年度WoE

15 REACH登録情

報

dioxomethane 124-38-9 情報なし 令和元年度WoE

9/15



付属資料6.1-3

情報源名
親化合物の

分解生成物
CAS RN 分解性 分解度 算出方法

さらなる

分解生成物
試験方法等 GLP reliability

情報源におけるキースタ

ディの該非
値の種類 値の種類の詳細 備考 文献

ページ番

号等
収集年度

1 REACH登録情

報

Tetradecyl

aldehyde

124-25-4 情報なし 令和元年度WoE

通し番号 171

PACS_Name 等

CASRN 112-72-1, 19780-79-1, 21078-81-9, 27458-92-0

CA_IN

10/15



付属資料6.1-3

情報源名
親化合物の

分解生成物
CAS RN 分解性 分解度 算出方法

さらなる

分解生成物
試験方法等 GLP reliability

情報源におけるキースタ

ディの該非
値の種類 値の種類の詳細 備考 文献

ページ番

号等
収集年度

1 REACH登録情

報

benzyldimethyla

mine

103-83-3 Interpretation of

results: not

readily

biodegradable

0-2% O2 consumption Biodegradation test of chemical

substance by mircoorganisms etc."

stipulated in the order Prescribing

the Items of the test relating to the

new chemical substance (1974)

(This guideline corresponds to

301C, ready biodegradability:

modified MITI Test (I) or 302C,

inherent biodegradability: modified

MITI Test (II) stipulated in the

OECD Guidelines for testing of

   

2 (reliable with

restrictions)

key study experimental study data from handbook or

collection of data

Oxygen conditions:

aerobic

Inoculum or test system:

mixture of sewage, soil

and natural water

Duration of test (contact

time): 4 wk

Initial conc.: 100 mg/L

(test mat.)

review article or handbook

(1992)

令和元年度WoE

2 REACH登録情

報

benzyldimethyla

mine

103-83-3 Interpretation of

results: not

readily

biodegradable

1.00% O2 consumption OECD TG 301 C not

specified

2 (reliable with

restrictions)

supporting study experimental study data from handbook or

collection of data

Oxygen conditions:

aerobic

Details on inoculum:

concentration of

activated sludge: 30

ppm

Duration of test (contact

time): 4 wk

Initial conc.: 100 other:

  

review article or handbook

(2002)

令和元年度WoE

3 REACH登録情

報

benzyldimethyla

mine

103-83-3 Interpretation of

results:

inherently

biodegradable

90 - 100% DOC removal OECD TG 302 B no 2 (reliable with

restrictions)

supporting study experimental study Oxygen conditions:

aerobic

Inoculum or test system:

activated sludge,

industrial, non-adapted

Initial conc.: 400, 425

mg/L (Based on DOC

(calculated))

Sampling time: 13 d

study report (1987) 令和元年度WoE

4 REACH登録情

報

benzylamine 100-46-9 Interpretation of

results: readily

biodegradable

52 - 75%

62 - 91%

test mat.

Analysis

calculated from

theoretical

oxygen demand

OECD TG 301 C not

specified

2 (reliable with

restrictions)

key study experimental study Oxygen conditions:

aerobic

Inoculum or test system:

other: sludge samplings

from different sewage

plants, rivers, bays and a

lake

Duration of test (contact

time): 14 d

Initial conc  100 mg/L

通産省既存点検 (1992) 令和元年度WoE

5 REACH登録情

報

benzylamine 100-46-9 Interpretation of

results:

inherently

biodegradable

100% DOC removal OECD TG 302B 2 (reliable with

restrictions)

supporting study experimental study Oxygen conditions:

aerobic

Inoculum or test system:

activated sludge

(adaptation not

specified)

Duration of test (contact

time): ca. 11 d

Initial conc.: 50 - 400

mg/L (Based on: DOC),

200 - 1 000 mg/L

(Based on: CSB

( h i l  d))

Wellens, H., Zur

biologischen Abbaubarkeit

mono- und disubstituierter

Benzolderivate, Wasser-

Abwasser-Forsch., 23, 85-

98 (1990)

令和元年度WoE

6 REACH登録情

報

benzylamine 100-46-9 Interpretation of

results: readily

biodegradable

> 93 - ca. 97% (degree

of mineralisation within

3 days at all

concentrations tested)

> 85 - ca. 96% (degree

of mineralisation after

addition to lake water

within 36 h at 284pg -

300ng/mL)

radiochem.

meas.

2 (reliable with

restrictions)

supporting study experimental study Oxygen conditions: not

specified

Inoculum or test system:

sewage, domestic

(adaptation not

specified)

Duration of test (contact

time): > 60 h

Initial conc.: > 12 - < 40

d /

Subba-Rao, R. V. et al,

Kinetics and Extent of

Mineralization of Organic

Chemicals at Trace Levels

in Freshwater and Sewage,

Applied and Environmental

Microbiology, Vol. 43, No.

5, 1139-1150 (1982)

令和元年度WoE

7 REACH登録情

報

benzaldehyde 100-52-7 9.4 h (Reaction with:

OH radicals)

DT50 2 (reliable with

restrictions)

key study experimental study data from handbook or

collection of data

OECD Substance

Information Dataset (SIDS)

for Benzaldehyde CAS No:

100-52-7

令和元年度WoE

8 REACH登録情

報

benzaldehyde 100-52-7 0.4 Quantum yield

(for direct

photolysis)

benzene

carbon

monooxide

2 (reliable with

restrictions)

key study experimental study Light source:  UV light

Light spectrum:

wavelength in nm: 265 -

380

publication (1972) 令和元年度WoE

通し番号 184

PACS_Name 等 アルキル（Ｃ＝１２～１６）（ベンジル）（ジメチル）アンモニウムの塩

CASRN 139-08-2

CA_IN Benzenemethanaminium, N,N-dimethyl-N-tetradecyl-, chloride (1:1)

11/15



付属資料6.1-3

9 REACH登録情

報

benzaldehyde 100-52-7 0 cm³ molecule-1 s-1

(Reaction with: OH

radicals)

Degradation rate

constant

2 (reliable with

restrictions)

key study Publication/review of reported data Atkinson R, Evaluated

Kinetic and Photochemical

Data for Atmospheric

Chemistry: Supplement III.

IUPAC Subcommittee on

Gas Kinetic Data Evaluation

for Atmospheric Chemistry,

J Phys Chem Ref Data

Monograph No. 1, p. 154

令和元年度WoE

10 REACH登録情

報

benzaldehyde 100-52-7 benzene

carbon

monooxide

a yellowish

polymer

(unnamed)

2 (reliable with

restrictions)

supporting study experimental study Light source: medium-

pressure mercury-

vapour lamp

Light spectrum:

wavelength in nm: 275 -

450

Duration: 180 min

Temp  100 °C

publication (1968) 令和元年度WoE

11 REACH登録情

報

benzaldehyde 100-52-7 16.7 d

0 cm³ molecule-1 s-1

(Reaction with: NO3

radicals)

DT50

Degradation rate

constant

2 (reliable with

restrictions)

supporting study experimental study Atmospheric

concentration of 2.4E+8

NO3 radicals/cm3

Atkinson R et al, Kinetics of

the reactions of NO3

radicals with a series of

aromatic compounds,

Environ Sci Technol 21:

1123-26 (1987)

Hazardous Substances

   

令和元年度WoE

12 REACH登録情

報

benzaldehyde 100-52-7 Interpretation of

results:

inherently

biodegradable,

fulfilling specific

criteria

ca. 100% DOC removal 2 (reliable with

restrictions)

key study experimental study Oxygen conditions:

aerobic

Inoculum or test system:

activated sludge,

domestic, non-adapted

Duration of test (contact

time): 19 d

Initial conc.: 50 ppm

(Based on: DOC)

OECD Substance

Information Dataset (SIDS)

for Benzaldehyde CAS No:

100-52-7

令和元年度WoE

13 REACH登録情

報

benzaldehyde 100-52-7 Interpretation of

results:

inherently

biodegradable,

fulfilling specific

criteria

> 100 - < 110% DOC removal 2 (reliable with

restrictions)

key study experimental study Oxygen conditions:

aerobic

Inoculum or test system:

activated sludge,

domestic, non-adapted

Duration of test (contact

time): 19 d

Initial conc.: 100 ppm

  

OECD Substance

Information Dataset (SIDS)

for Benzaldehyde CAS No:

100-52-7

令和元年度WoE

14 REACH登録情

報

benzaldehyde 100-52-7 Interpretation of

results:

inherently

biodegradable,

fulfilling specific

criteria

> 60%

> 0.5 - < 5 g O2/g test

mat.

O2 consumption

BOD5

2 (reliable with

restrictions)

key study experimental study Oxygen conditions:

aerobic

Inoculum or test system:

secondary effluent/soil

microbial culture,

adapted

Duration of test (contact

time): 28 d

Initial conc.: 1, 2, 4, 8,

16 ppm (Based on  test

OECD Substance

Information Dataset (SIDS)

for Benzaldehyde CAS No:

100-52-7

令和元年度WoE

15 REACH登録情

報

benzaldehyde 100-52-7 Interpretation of

results: readily

biodegradable

95% CO2 evolution equivalent or similar to OECD TG

301 B

not

specified

2 (reliable with

restrictions)

key study experimental study Oxygen conditions:

aerobic

Inoculum or test system:

not specified

Duration of test (contact

time): 28 d

Initial conc.: 10 ppm

OECD Substance

Information Dataset (SIDS)

for Benzaldehyde CAS No:

100-52-7

令和元年度WoE

16 REACH登録情

報

benzaldehyde 100-52-7 Interpretation of

results:

inherently

biodegradable,

fulfilling specific

criteria

ca. 100% DOC removal and

CO2 evolution

2 (reliable with

restrictions)

supporting study experimental study Oxygen conditions:

aerobic

Inoculum or test system:

mixture of sewage, soil

and natural water

Duration of test (contact

time): 21 d

Initial conc.: 20 ppm

  

OECD Substance

Information Dataset (SIDS)

for Benzaldehyde CAS No:

100-52-7

令和元年度WoE

17 REACH登録情

報

benzaldehyde 100-52-7 Interpretation of

results: readily

biodegradable

ca. 100% DOC removal OECD TG 301 E not

specified

2 (reliable with

restrictions)

supporting study experimental study Oxygen conditions:

aerobic

Inoculum or test system:

secondary sewage and

garden soil

Duration of test (contact

time): 21 d

Initial conc.: 20 other:

ppm (Based on:

OECD Substance

Information Dataset (SIDS)

for Benzaldehyde CAS No:

100-52-7

令和元年度WoE

12/15



付属資料6.1-3

18 REACH登録情

報

benzoic acid 65-85-0 0.06 mol/Einstein Quantum yield

(for direct

photolysis)

2 (reliable with

restrictions)

supporting study experimental study Study type: direct

photolysis

Light source: medium

pressure mercury lamp

Light spectrum:

wavelength in nm: 240 -

300

The experiments carried

out varying the pH at 25

degrees C and

performed modifying the

  

publication (1988) 令和元年度WoE

19 REACH登録情

報

benzoic acid 65-85-0 Interpretation of

results: The

biodegration rate

is >= 89 % over

21-35 days.

89.5% (35d)

110.5% (21d)

CO2 evolution equivalent or similar to OECD TG

311

2 (reliable with

restrictions)

key study experimental study Oxygen conditions:

anaerobic

Inoculum or test system:

sewage, predominantly

domestic (adaptation not

specified)

Duration of test (contact

time): >= 56 d

Initial conc.: 50 mg C/L

  

publication (1989) 令和元年度WoE

20 REACH登録情

報

benzoic acid 65-85-0 Interpretation of

results: rapidly

biodegradable

under the

conditions of the

test

100% DOC removal 2 (reliable with

restrictions)

supporting study experimental study Oxygen conditions:

anaerobic

Inoculum or test system:

Synthetic sewage

Duration of test (contact

time): 14 d

Initial conc.: 30 other:

mg C/L (Based on: act.

publication (1994) 令和元年度WoE

21 REACH登録情

報

benzoic acid 65-85-0 < 10% (28d, 20 mg/L)

70 - 80% (8d, 20

mg/L)

2 (reliable with

restrictions)

supporting study experimental study Oxygen conditions:

aerobic

Inoculum or test system:

the supplemented

seawater

Duration of test (contact

time): 30 d

Initial conc.: 20 mg/L,

50 µg/L (Based on:

DOC)

Remarks on result

publication (1987) 令和元年度WoE

22 REACH登録情

報

benzoic acid 65-85-0 Interpretation of

results:Biodegra

dation of 20

mg/L the test

substance in SRS

samples was

poor or

uncertain,

whereas, at 50 μ

g/L, the model

aromatic was

ca. 60% (16d, 20

mg/L)

> 70% (10d, 50 μg/L)

2 (reliable with

restrictions)

supporting study experimental study Oxygen conditions:

aerobic

Inoculum or test system:

the supplemented

seawater

Duration of test (contact

time): 30 d

Initial conc.: 20 mg/L,

50 µg/L (Based on:

DOC)

Remarks on result

publication (1987) 令和元年度WoE

23 REACH登録情

報

benzoic acid 65-85-0 Interpretation of

results: readily

biodegradable

84.8%

98%

100%

O2 consumption

TOC removal

test mat.

Analysis

OECD TG 301 C not

specified

2 (reliable with

restrictions)

supporting study experimental study Oxygen conditions:

aerobic

Inoculum or test system:

activated sludge

(adaptation not

specified)

Duration of test (contact

time): 14 d

   

publication (1979) 令和元年度WoE

24 REACH登録情

報

benzoic acid 65-85-0 Interpretation of

results: readily

biodegradable

65% CO2 evolution 2 (reliable with

restrictions)

supporting study experimental study Oxygen conditions:

aerobic

Inoculum or test system:

activated sludge,

domestic, adapted

Duration of test (contact

time): 5 d

Initial conc.: 0.05 mg/L

(Based on  test mat )

publication (1985) 令和元年度WoE

25 REACH登録情

報

benzoic acid 65-85-0 Interpretation of

results: readily

biodegradable

80% O2 consumption equivalent or similar to OECD TG

301 C

not

specified

2 (reliable with

restrictions)

supporting study experimental study Oxygen conditions:

aerobic

Inoculum or test system:

other: Microbial

populations from sewage

treatment plants,

streams and lakes of

different sizes in rural,

urban and industrial

areas.

Duration of test (contact

time): 8 d

Initial conc  100 mg/L

publication (2009) 令和元年度WoE

13/15
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26 REACH登録情

報

benzoic acid 65-85-0 Interpretation of

results: rapid

degradation

94.5% (Cayuga lake

water)

96.3% (Beebe lake

water)

99.4% (sewage)

radiochem.

meas.

2 (reliable with

restrictions)

supporting study experimental study Oxygen conditions: not

specified

Inoculum or test system:

fresh ewage

Duration of test (contact

time): 7 d

Initial conc.: 59 other:

pg/mL (Based on: test

publication (1981) 令和元年度WoE

27 REACH登録情

報

benzoic acid 65-85-0 Interpretation of

results: readily

biodegradable

61 - 69% (80h) BODd/ThOD 2 (reliable with

restrictions)

supporting study experimental study Oxygen conditions:

aerobic

Inoculum or test system:

activated sludge, non-

adapted

Duration of test (contact

time): > 65 - < 80 h

Initial conc.: 100 mg/L

publication (1985) 令和元年度WoE

28 REACH登録情

報

benzoic acid 65-85-0 Interpretation of

results: readily

biodegradable

74% O2 consumption OECD TG 301 C not

specified

2 (reliable with

restrictions)

supporting study experimental study Oxygen conditions:

aerobic

Inoculum or test system:

Microbial populations

from sewage treatment

plants, streams and

lakes of different sizes in

rural, urban and

industrial areas.

Duration of test (contact

time): 10 d

Initial conc.: 100 mg/L

   

publication (2009) 令和元年度WoE

29 REACH登録情

報

benzoic acid 65-85-0 7.3 h (ring-labeled the

test substance)

3.9 h (carboxyl-labeled

the test substance)

DT50 CO2 2 (reliable with

restrictions)

supporting study experimental study Oxygen conditions:

aerobic

Soil classification: USDA

(US Department of

Agriculture)

Duration of test (contact

time): > 7.3 h

Initial conc.: 1000 μg/kg

dry soil (Based on:

nominal concentration)

    

publication (1984) 令和元年度WoE

30 REACH登録情

報

benzoic acid 65-85-0 0.84 d DT50 CO2 2 (reliable with

restrictions)

supporting study experimental study Oxygen conditions:

aerobic

Duration of test (contact

time):

64 d

Initial conc.: 50 other:

ug/kg soil d.w. (Based

on: test mat.)

Temp.: 24 ℃

Humidity: 20-25%

 

publication (1988) 令和元年度WoE

31 REACH登録情

報

benzoic acid 65-85-0 18.2 h (ring-labeled the

test substance)

DT50 2 (reliable with

restrictions)

supporting study experimental study Oxygen conditions:

anaerobic

Soil classification: USDA

(US Department of

Agriculture)

Duration of test (contact

time): > 18.2 h

Initial conc.: 1 000

other: μg/kg dry soil

(Based on: other:

nominal concentration)

publication (1984) 令和元年度WoE

32 REACH登録情

報

benzylmethylam

ine

103-67-3 情報なし 令和元年度WoE

14/15
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情報源名
親化合物の

分解生成物
CAS RN 分解性 分解度 算出方法

さらなる

分解生成物
試験方法等 GLP reliability

情報源におけるキースタ

ディの該非
値の種類 値の種類の詳細 備考 文献

ページ番

号等
収集年度

1 REACH登録情

報

HCN 74-90-8 23 d DT50 2 (reliable with

restrictions)

key study experimental study pH: 5

Temp.: 30 °C

Leduc G, Cyanides in water:

Toxicological significance.,

In Weber LJ, ed. Aquatic

toxicology - Vol. 2. Raven

Press, New York, pp 153-

224  (1984)

令和元年度WoE

2 REACH登録情

報

HCN 74-90-8 6.8 d DT50 2 (reliable with

restrictions)

key study experimental study pH: 8

Temp.: 30 °C

Leduc G, Cyanides in water:

Toxicological significance.,

In Weber LJ, ed. Aquatic

toxicology - Vol. 2. Raven

Press, New York, pp 153-

224  (1984)

令和元年度WoE

3 REACH登録情

報

HCN 74-90-8 Interpretation of

results:

inherently

biodegradable

ca. 99% O2 consumption 2 (reliable with

restrictions)

key study experimental study Oxygen conditions:

aerobic

Inoculum or test system:

sewage, domestic,

adapted

Duration of test (contact

time): > 1 - <= 6 wk

Initial conc.: ca. 100

mg/L (Based on: not

specified)

Gurnham GF,

Cyanide destruction on

trickling filters.,

Proceedings of the 10th

Industrial Waste

Conference. Purdue

University, USA (1955)

令和元年度WoE

4 REACH登録情

報

HCOONa 141-53-7 The handbook of

chemical

property

estimation

methods (Lyman

et al., 1990)

states that

sodium formate

dissociates in

water to sodium

ion and formate

ion, both of

which are

considered

stable in water.

A carboxylic acid

is generally the

final product of

2 (reliable with

restrictions)

key study expert statement Lyman et al., Handbook of

Chemical Property

Estimation Methods,

American Chemical Society,

Washington DC (1990)

令和元年度WoE

5 REACH登録情

報

HCOONa 141-53-7 Direct photolysis

of sodium

formate is not

possible, since

the substance

does not have a

chromophore

absorbing at a

wavelength of

290 nm or

above, which is

a prerequisite for

2 (reliable with

restrictions)

key study expert statement Lyman et al., Handbook of

Chemical Property

Estimation Methods,

American Chemical Society,

Washington DC (1990)

令和元年度WoE

6 REACH登録情

報

HCOONa 141-53-7 Interpretation of

results: readily

biodegradable

7% (5d)

74% (15d)

86% (28d)

O2 consumption

(COD)

OECD TG 306 yes 1 (reliable without

restriction)

key study experimental study Oxygen conditions:

aerobic

Inoculum or test system:

non-specific marine

microbiota (present in

collected seawater, no

cultured organisms

added)

Duration of test (contact

time): 28 d

Initial conc  22 13 mg/L

other company data (1998) 令和元年度WoE

7 REACH登録情

報

HCOONa 141-53-7 0.1 g O2/g test mat.

0.04 g O2/g test mat.

BOD5 BOD5 Method: "Standard Dilution

Method"

no 2 (reliable with

restrictions)

other information experimental study Oxygen conditions:

aerobic

Inoculum or test system:

other: Sewage

Duration of test (contact

time)  5 d

Heukelekian H, Rand MC,

Biochemical oxygen

demand of pure organic

compounds,

J. Water Pollut. Contr.

Assoc  27  1041 (1955)

令和元年度WoE

8 REACH登録情

報

β-Cyanoalanine 923-01-3 情報なし 令和元年度WoE

通し番号 192

PACS_Name 等 シアン化ナトリウム

CASRN 143-33-9

CA_IN Sodium cyanide (Na(CN))
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情報源名
親化合物の

分解生成物
CAS RN 分解性 分解度 算出方法

さらなる

分解生成物
試験方法等 GLP reliability

情報源におけるキースタ

ディの該非
値の種類 値の種類の詳細 備考 文献

ページ番

号等
収集年度

1 REACH登録情

報

dimethylamine 124-40-3 Interpretation of

results: readily

biodegradable

88%

96%

100%

BOD (NH3)

TOC removal

HPLC

MITI -I

(OECD TG

301 C)

not

specified

2 (reliable with

restrictions)

key study experimental study Oxygen conditions:

aerobic

Inoculum or test system:

activated sludge

(adaptation not

specified)

Details on inoculum:

concentration of

activated sludge: 30

mg/L

Duration of test (contact

time): 4 wk

i i l   /

Official Bulletin of Economy,

Trade and Industry,

Biodegradation and

Bioconcentration of Existing

Chemical Substances under

the Chemical Substances

Control Law

(Dimethylamine), (1975)

令和元年度WoE

2 REACH登録情

報

dimethylamine 124-40-3 It can be

concluded that in

agricultural soils

there will be

rapid

metabolism of

dimethylamine

resulting from

application of

herbicide

formulations

with no

likelihood of any

buildup of

i

>40% (#1, 2d)

>40% (#2, 2d)

>40% (#3, 2d)

69-89% (#1, 7d)

69-89% (#2, 7d)

69-89% (#3, 7d)

radiochem.

meas.

2 (reliable with

restrictions)

key study experimental study Oxygen conditions:

aerobic

Soil classification: USDA

(US Department of

Agriculture)

Soil properties: #1 Clay

from Indian Head, #2

Clay from Regina, #3

Loamy sand from White

City

publication (1992) 令和元年度WoE

3 REACH登録情

報

monomethylami

ne

74-89-5 The rate

constant for

indirect

photolysis of

monomethylami

ne with OH as

sensitiser was

found to be 2.2

E-11

cm3/(molecule*

sec) at 299 K.

Rate constant (for

indirect photolysis):

0.000000000022 cm³

/(molecule*sec).

Rate constant

22.0*10^-12

cm^3.molecule*sec at

299 K

Reaction with:

OH radicals

2 (reliable with

restrictions)

weight of evidence experimental study Atkinson, R. et al., Rate

constants for the reaction

of the OH radical with

CH3SH and CH3NH2 over

the temperature range

299-426°K., The Journal of

Chemical Physics 66(4):

1578-1581 (1977)

Atkinson, R., Journal of

Physical and Chemical

Reference Data, Monograph

 )

令和元年度WoE

4 REACH登録情

報

monomethylami

ne

74-89-5 When O3 is used

as sensitiser for

indirect photolyis

a constant k of

(7.4 +/- 2.4) x

E-21

cm3/(molecule*

sec) is reported

at a temperature

of 25 °C (298

)

Rate constant:

0 cm³ molecule-1 s-1

(k = (7.4 ± 2.4) x 10e-

21 cm3/(mol x sec);

(25 °C, 298 K))

Reaction with:

ozone

2 (reliable with

restrictions)

weight of evidence experimental study Atkinson, R., J. Phys.

Chem. Ref. Data

Monograph 2 (1994)

令和元年度WoE

5 REACH登録情

報

monomethylami

ne

74-89-5 The conclusion is

that the

substance is

thermodynamica

lly stable in

water to

hydrolysis.

Thermodynamically

stable in water to

hydrolysis at pH 4, 7,

and 9

2 (reliable with

restrictions)

supporting study experimental study Verscheuren, K., ed.,

Handbook of Environmental

Data on Organic Chemicals,

3rd ed. (1988)

Schmidt-Bleek, F., Steps

towards environmental

hazard assessment of new

chemicals, Chemosphere

11  383-415 (1982)

令和元年度WoE

付属資料6.2-2 情報収集結果（予測生分解生成物情報）

通し番号

PACS_Name 等

CASRN

27

Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド

68-12-2

CA_IN Formamide, N,N-dimethyl-

1/27
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6 REACH登録情

報

monomethylami

ne

74-89-5 Interpretation of

results: readily

biodegradable

84% BOD (NH3) MITI-I

(OECD TG

301 C)

not

specified

2 (reliable with

restrictions)

key study experimental study 試験物質：methylamine

hydrochloride

Oxygen conditions:

aerobic

Inoculum or test system:

activated sludge

(adaptation not

specified)

Details on inoculum:

Concentration of

activated sludge: 30

mg/L.

Duration of test (contact

time): 2 wk

Initial conc  100 mg/L

Official Bulletin of Economy,

Trade and Industry,

Biodegradation and

Bioconcentration of Existing

Chemical Substances under

the Chemical Substance

Control Law, National

Institute of Technology and

Evaluation;

http:/www.safe.nite.go.jp/d

ata/hazkizon/pk_e_kizon_di

sp.html?k_no=0878 (1988)

令和元年度WoE

7 REACH登録情

報

monomethylami

ne

74-89-5 Interpretation of

results: readily

biodegradable

67.8%

93.5%

BOD/ThOD

BOD/COD

BOD-Test

(BOD of

THOD)

(Screening

test)

no 2 (reliable with

restrictions)

supporting study experimental study Oxygen conditions:

aerobic

Inoculum or test system:

activated sludge

(adaptation not

specified)

Sampling time: 13 d

Chudoba, J., Pitter, P., and

Madera, V., Biological

Oxidation of Lower Aliphatic

Amines and

Dimethylformamide, Chem

Prum 19: 76-80, Cited in:

SRC (2007). BIODEG

database search results,

available online at .

Syracuse Research

Corporation, research dated

09-05-2007 (1969)

令和元年度WoE

8 REACH登録情

報

monomethylami

ne

74-89-5 Interpretation of

results: not

readily

biodegradable

55% BOD/ThOD equivalent

or similar to

OECD TG

301 F

no 2 (reliable with

restrictions)

supporting study experimental study Oxygen conditions:

aerobic

Inoculum or test system:

activated sludge,

domestic (adaptation not

specified)

Duration of test (contact

time): 28 d

Initial conc.: 400 mg/L

   

other company data (1990) 令和元年度WoE

9 REACH登録情

報

formaldehyde 50-00-0 The results of

the study

indicate that

formaldehyde is

rapidly

eliminated in

anaerobic

sludge.

Elimination is

predominantly

due to

degradation,

rather than

volatilization or

100% (Sampling time:

4 d)

test mat.

Analysis

2 (reliable with

restrictions)

key study experimental study Oxygen conditions:

anaerobic

Inoculum or test system:

anaerobic sludge

Duration of test (contact

time): 11 d

Initial conc.: 1 360 mg/L

(Based on: test mat.)

Eiroa M, Vilar A, Kennes C,

Veiga MC, Formaldehyde

biodegradation in the

presence of methanol under

denitrifying conditions., J.

Chem. Technol. Biotechnol.

81, 312-317 (2006)

令和元年度WoE

10 REACH登録情

報

formaldehyde 50-00-0 Interpretation of

results: readily

biodegradable

99% DOC removal OECD TG

301 A

yes (incl.

certificate)

1 (reliable without

restriction)

key study experimental study 試験物質：30-55% W/W

aqueous solution (Purity:

39.8 % Formaldehyde

(CoA), 1.4 % Methanol

(CoA), 0.025 % Formic

acid (CoA))

Oxygen conditions:

aerobic

Inoculum or test system:

sewage, predominantly

domestic, non-adapted

Duration of test (contact

time): 28 d

Initial conc.: 10 mg/L

  )

study report (2011) 令和元年度WoE

2/27
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11 REACH登録情

報

formaldehyde 50-00-0 The result was

not influenced by

the bactericidal

properties of the

test substance

because test

concentrations

(2-5 mg/L) were

well below

inhibitory

concentration

limits (30 mg/L).

The Closed

Bottle test is

suitable for

volatile

substances.

However,

volatility of

formaldehyde

from aqueous

solutions can be

  

90% O2 consumption OECD TG

301 D

no 2 (reliable with

restrictions)

supporting study experimental study Oxygen conditions:

aerobic

Inoculum or test system:

not specified

Duration of test (contact

time): 28 d

Initial conc.: 2 - 5 mg/L

(Based on: test mat.)

Gerike P, Gode P, The

biodegradability and

inhibitory threshold

concentration of some

disinfectants. Chemosphere

21, 799-812 (1990)

令和元年度WoE

12 REACH登録情

報

formaldehyde 50-00-0 Interpretation of

results: readily

biodegradable

91%

97%

O2 consumption

TOC removal

no OECD TG

301 C

no 2 (reliable with

restrictions)

supporting study experimental study Oxygen conditions:

aerobic

Inoculum or test system:

activated sludge

(adaptation not

specified)

Duration of test (contact

time): 2 wk

Initial conc.: 100 mg/L

(Based on  test mat )

National Institute of

Technology and Evaluation,

Japan, The Official Bulletin

of Economy, Trade and

Industry.(1989)

http://www.safe.nite.go.jp/

english/kizon/KIZON_start_

hazkizon.html (last

accessed on 24rd Oct 2006)

令和元年度WoE

13 REACH登録情

報

formaldehyde 50-00-0 The results of

the study

indicate that

formaldehyde is

eliminated in

biological

treatment plants

to a high extent.

Elimination is

predominantly

due to

degradation,

rather than

volatilization or

adsorption

100% test mat.

Analysis

equivalent

or similar to

OECD TG

303 A

no 2 (reliable with

restrictions)

key study experimental study Oxygen conditions:

aerobic

Inoculum or test system:

activated sludge,

industrial, adapted

Duration of test (contact

time): 160 d

Eiroa M, Kennes C, Veiga

MC, Simultaneous

nitrification and

formaldehyde

biodegradation in an

activated sludge unit.,

Bioresource Technology 96,

1914-1918 (2005)

令和元年度WoE

14 REACH登録情

報

formic acid 64-18-6 Interpretation of

results: readily

biodegradable

99% (11d) DOC removal EU Method

C.4-B

no 2 (reliable with

restrictions)

key study experimental study Oxygen conditions:

aerobic

Inoculum or test system:

other: effluent from

laboratory wastewater

treatment plants fed

with municipal sewage

Duration of test (contact

i )   

study report (1988) 令和元年度WoE

15 REACH登録情

報

formic acid 64-18-6 Interpretation of

results: readily

biodegradable

98% (14d) DOC removal EU Method

C.4-B

no 2 (reliable with

restrictions)

key study experimental study Oxygen conditions:

aerobic

Inoculum or test system:

other: effluent from

laboratory wastewater

treatment plants fed

with municipal sewage

Duration of test (contact

  

study report (1988) 令和元年度WoE

16 REACH登録情

報

formic acid 64-18-6 Interpretation of

results: readily

biodegradable

100% O2 consumption OECD TG

301 C

no 2 (reliable with

restrictions)

key study experimental study Oxygen conditions:

aerobic

Inoculum or test system:

mixture of sewage, soil

and natural water

Duration of test (contact

time): 28 d

Initial conc.: 100 mg/L

(Based on: test mat.)

publication (1993) 令和元年度WoE

17 REACH登録情

報

formic acid 64-18-6 Readily

biodegradable in

seawater

95% O2 consumption 2 (reliable with

restrictions)

key study experimental study Oxygen conditions:

aerobic

Inoculum or test system:

other: wastewater, seed

bacteria, and growth

factors

Duration of test (contact

i )   

Price KS, Waggy GT, and

Conway RA, Brine shrimp

bioassay and seawater BOD

of petrochemicals, J. Water

Pollut. Contr. Fed. 46(1),

63-77 (1974)

令和元年度WoE

3/27
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18 REACH登録情

報

acetic acid 64-19-7 Interpretation of

results: readily

biodegradable

96% biooxidation published

BOD

procedure -

"Standard

Methods for

the

Examination

of Waste

and

Wastewater

" 13th

Edition,

Amer. Pub.

Health

Assn., New

York (1971)

no 2 (reliable with

restrictions)

weight of evidence experimental study Oxygen conditions:

aerobic

Inoculum or test system:

other: See details

Details on inoculum:

equal-volume mixture of

two biologically treated

petrochemical effluents,

settled domestic

wastewater, Kanawha

River water (receives

wate effluent from

numerous industrial and

domestic sources) and

soil.

Duration of test (contact

time): 20 d

Initial conc.: 3, 7, 10

Price, K.S., Waggy, G.T.

And Conway, R.A., Brine

shrimp bioassays and

seawater BOD of

petrochemicals, J. Water

pollut. Contr. Fed. Vol 46

PP 46-77 (1974)

令和元年度WoE

19 REACH登録情

報

acetic acid 64-19-7 Interpretation of

results: readily

biodegradable

- DOC removal no 2 (reliable with

restrictions)

weight of evidence experimental study Oxygen conditions:

anaerobic

Inoculum or test system:

other: synthetic sewage.

Details on inoculum:

Concentration of

seedimg bacteria =

100mg-C/l

Duration of test (contact

time): 4 wk

Initial conc.: 30 other:

mg-C/l

Kameya, T,. Murayama, T.,

Urano, K. And Kitano, M.,

Biodegradation ranks of

priority organic compounds

under anaerobic conditions,

Sci. Total Env.170, 43-51

(1995)

令和元年度WoE

20 REACH登録情

報

acetic acid 64-19-7 Acetic acid

reached 40.2%

of its theoretical

oxygen demand

in 24h.

40.2% (24 h) theoretical

oxygen demand

no 2 (reliable with

restrictions)

weight of evidence experimental study Oxygen conditions:

aerobic

Inoculum or test system:

activated sludge,

domestic (adaptation not

specified)

Details on inoculum:

activated sludge from

three municipal waste

treatment plants

Duration of test (contact

time): 24 h

Details on study design:

Warburg respirometer

Malaney, G.W. And

Gerhold, R.M., Structural

determinants in the

oxidation of aliphatic

compounds by activated

sludge, J. Water Pollut.

Control Fed. Vol 41 No 2 Pt

2 (1969)

令和元年度WoE

21 REACH登録情

報

formamide 75-12-7 Water rate constant

(k): 1.1E-10 s-1 (t1/2

= 199 years) at 25 °C

2 (reliable with

restrictions)

other information experimental study Slebocka-Tilk H, Sauriol F,

Monette M, and Brown RS,

Aspects of the hydrolysis of

formamide: revisitation of

the water reaction and

determination of the

solvent deuterium kinetic

isotope effect in base, Can.

J  Ch  80  1343 1350

令和元年度WoE

22 REACH登録情

報

N-

methylformamid

e

123-39-7 Interpretation of

results: easily

eliminated from

water (mainly by

biodegradation)

100% DOC removal OECD TG

302 B

no 2 (reliable with

restrictions)

key study experimental study Oxygen conditions:

aerobic

Inoculum or test system:

activated sludge,

industrial (adaptation

not specified)

Duration of test (contact

time): 7 d

Initial conc.: 400 mg/L

(B d  DOC)

study report (1982) 令和元年度WoE

4/27
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23 REACH登録情

報

methanol 67-56-1 Interpretation of

results: readily

biodegradable

82.7% (5 d) BOD/ThOD 2 (reliable with

restrictions)

key study experimental study Oxygen conditions:

aerobic

Inoculum or test system:

sewage, domestic, non-

adapted

Details on inoculum:

Sewage water from a

domestic sewage

treatment plant in

Stuttgart, Germany was

sieved and if necessary

diluted with tap water to

reach a consumption of

potassium

permanganate of 250 -

300 mg/L

Duration of test (contact

time): 8 - 10 d

Initial conc.: 4 - 200 g/L

(test material along with

Urea and Di-

Wagner, R.,

Untersuchungen über das

Abbauverhalten organischer

Stoffe mit Hilfe der

respirometrischen Verdü

nnungsmethode. II. Die

Abbaukinetik der

Testsubstanzen, Vom

Wasser 47: 241-265 (1976)

令和元年度WoE

24 REACH登録情

報

methanol 67-56-1 Interpretation of

results: readily

biodegradable

71.5% (5 d) BOD/ThOD 2 (reliable with

restrictions)

key study experimental study Oxygen conditions:

aerobic

Inoculum or test system:

other bacteria: synthetic

sewage

Duration of test (contact

time): 8 - 10 d

Initial conc.: 4 - 200 g/L

(test material along with

Urea and Di-

sodiumhydrogenphospha

Wagner, R.,

Untersuchungen über das

Abbauverhalten organischer

Stoffe mit Hilfe der

respirometrischen Verdü

nnungsmethode. II. Die

Abbaukinetik der

Testsubstanzen, Vom

Wasser 47: 241-265 (1976)

令和元年度WoE

25 REACH登録情

報

methanol 67-56-1 Interpretation of

results: readily

biodegradable

97% O2 consumption Standard

Methods for

the

Examination

of Water

and

Wastewater

. 1971. 13th

Ed.

American

Public

Health

Association,

New York,

NY

Principles of

method if

other than

guideline:

closed

b l  

2 (reliable with

restrictions)

key study experimental study Oxygen conditions:

aerobic

Inoculum or test system:

other: marine water,

raw wastewater,

bacteria, growth factors

Duration of test (contact

time): 20 d

Initial conc.: 3, 7, 10

mg/L (Based on: test

mat.)

Price, K.S. et al., Brine

shrimp bioassay and

seawater BOD of

petrochemicals.,

Journal Water Pollution

Control Federation 46(1):

63-77. (1974)

令和元年度WoE

26 REACH登録情

報

methanol 67-56-1 Interpretation of

results: readily

biodegradable

95% O2 consumption Standard

Methods for

the

Examination

of Water

and

Wastewater

. 1971. 13th

Ed.

American

Public

Health

Association,

New York,

NY

Principles of

method if

other than

guideline:

closed

bottle test

2 (reliable with

restrictions)

key study experimental study Oxygen conditions:

aerobic

Inoculum or test system:

sewage, domestic, non-

adapted

Duration of test (contact

time): 20 d

Initial conc.: 3, 7, 10

mg/L (Based on: test

mat.)

Price, K.S. et al., Brine

shrimp bioassay and

seawater BOD of

petrochemicals.,

Journal Water Pollution

Control Federation 46(1):

63-77. (1974)

令和元年度WoE

5/27
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27 REACH登録情

報

methanol 67-56-1 - 91% (1d)

92%

COD removal

TOC removal

2 (reliable with

restrictions)

key study experimental study Oxygen conditions:

aerobic

Inoculum or test system:

activated sludge,

industrial (adaptation

not specified)

Duration of test (contact

time): 15 d

Initial conc.: 100 mg/L

(Based on: test mat.)

Matsui, S. et al., Experience

of 16 years' operation and

maintenance of the

Fukashiba industrial

wastewater treatment plant

of the Kashima

petrochemical complex - II.

Biodegradability of 37

organic substances and 28

process wastewaters,

Water Science and

Technology 20(10): 201-

 

令和元年度WoE

6/27
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情報源名
親化合物の

分解生成物
CAS RN 分解性 分解度 算出方法

さらなる

分解生成物
試験方法等 GLP reliability

情報源におけるキースタ

ディの該非
値の種類 値の種類の詳細 備考 文献

ページ番

号等
収集年度

1 REACH登録情

報

Diethylamine 109-89-7 Interpretation of

results:

readily

biodegradable

68 - 70 O2 consumption OECD TG

301C

no 2 (reliable with

restrictions)

key study experimental study publication (1992) 令和元年度WoE

2 REACH登録情

報

Diethylamine 109-89-7 Interpretation of

results:

readily

biodegradable,

but failing 10-

day window

76% O2 consumption 79/831/EEC

, Annex V,

part C

not

specified

2 (reliable with

restrictions)

supporting study experimental study study report (1990)

Statistical evaluation of raw

data (2010)

令和元年度WoE

3 REACH登録情

報

Acetic acid 64-19-7 Interpretation of

results:

readily

biodegradable

96% biooxidation published

BOD

procedure -

"Standard

Methods for

the

Examination

of Waste

and

Wastewater

" 13th

Edition,

Amer. Pub.

Health

Assn., New

k )

no 2 (reliable with

restrictions)

weight of evidence experimental study Oxygen conditions:

aerobic

Details on inoculum:

equal-volume mixture of

two biologically treated

petrochemical effluents,

settled domestic

wastewater, Kanawha

River water (receives

wate effluent from

numerous industrial and

domestic sources) and

soil.

Duration of test (contact

time): 20 d

i i l    

Price, K.S., Waggy, G.T.

And Conway, R.A., Brine

shrimp bioassays and

seawater BOD of

petrochemicals, J. Water

pollut. Contr. Fed. Vol 46

PP 46-77 (1974)

令和元年度WoE

4 REACH登録情

報

Acetic acid 64-19-7 Interpretation of

results:

readily

biodegradable

- DOC removal 2 (reliable with

restrictions)

weight of evidence experimental study Oxygen conditions:

anaerobic

Inoculum or test system:

synthetic sewage.

Details on inoculum:

Concentration of

seedimg bacteria =

100mg-C/l

Duration of test (contact

time): 4 wk

i i l   /l

Kameya, T,. Murayama, T.,

Urano, K. And Kitano, M.,

Biodegradation ranks of

priority organic compounds

under anaerobic conditions,

Sci. Total Env.170, 43-51

(1995)

令和元年度WoE

5 REACH登録情

報

Acetic acid 64-19-7 Conclusions:

Acetic acid

reached 40.2%

of its theoretical

oxygen demand

in 24h.

30% (6h)

34.9% (12h)

40.2% (24h)

theoretical

oxygen demand

The

Warburg

technique

was used to

investigate

the ability

of activated

sludges

from

wastewater

treatment

plants. Full

methods in

 

no 2 (reliable with

restrictions)

weight of evidence experimental study Oxygen conditions:

aerobic

Inoculum or test system:

activated sludge,

domestic (adaptation not

specified)

Details on inoculum:

activated sludge from

three municipal waste

treatment plants

Duration of test (contact

time): 24 h

Details on study design:

 

Malaney, G.W. And

Gerhold, R.M., Structural

determinants in the

oxidation of aliphatic

compounds by activated

sludge, J. Water Pollut.

Control Fed. Vol 41 No 2 Pt

2 (1969)

令和元年度WoE

6 REACH登録情

報

Acetic acid 64-19-7 In soil, acetic

acid is

metabolised fast

within 2 days.

Non-

standard.

no 2 (reliable with

restrictions)

key study experimental study Oxygen conditions:

aerobic

Soil properties: #1

loamy sand, #2 clay

loam

Duration of test (contact

time): 120 d

Experimental conditions:

Temp.: 20C, Humidity:

6

Nowak, G. , Nowak, J.,

Turnover of 14C-labelled

oat residues and smaller

molecular organic

compounds in two soils

under different levels of

mineral nutrition., Plant and

soil 122: 67-77 (1990)

令和元年度WoE

7 REACH登録情

報

Acetaldehyde 75-07-0 Interpretation of

results: readily

biodegradable

80% BOD OECD TG

301C

not

specified

2 (reliable with

restrictions)

key study experimental study Duration of test (contact

time): 14 d

publication (1992) 令和元年度WoE

8 REACH登録情

報

Acetaldehyde 75-07-0 Interpretation of

results: readily

biodegradable

80%

93%

100%

BOD

TOC removal

GC

OECD TG

301C

not

specified

2 (reliable with

restrictions)

key study experimental study Duration of test (contact

time): 14 d

publication (1980) 令和元年度WoE

通し番号 41

CA_IN Thioperoxydicarbonic diamide ([(H2N)C(S)]2S2), N,N,N',N'-tetraethyl-

PACS_Name 等 テトラエチルチウラムジスルフィド（別名ジスルフィラム）

CASRN 97-77-8

7/27



付属資料6.2-2

9 REACH登録情

報

Oxalic acid 144-62-7 Interpretation of

results: readily

biodegradable

89% O2 consumption equivalent

or similar to

EU Method

C.5

(Degradatio

n:

Biochemical

Oxygen

Demand)

no 2 (reliable with

restrictions)

key study experimental study Duration of test (contact

time): 20 d

Young RHF, Ryckman DW,

Buzzel Jr JC, An improved

tool for measuring

biodegradability, J Water

Pollut Contr Fed 40: R354-

R368 (1968)

令和元年度WoE

10 REACH登録情

報

Oxalic acid 144-62-7 Interpretation of

results: readily

biodegradable

78-94% O2 consumption equivalent

or similar to

Standard

dilution

method,

0.1%

sewage

no 2 (reliable with

restrictions)

supporting study experimental study Oxygen conditions:

aerobic

Inoculum or test system:

sewage, domestic, non-

adapted

Details on inoculum:

0.1% of sewage

Duration of test (contact

time): 5 d

Gaffney, PE, Heukelekian H,

Oxygen demand

measurement errors in

pure organic compounds -

nitrification studies, Sew.

Indust. Wastes (1958)

令和元年度WoE

11 REACH登録情

報

Oxalic acid 144-62-7 Interpretation of

results: readily

biodegradable

54, 92, 95% BOD5*100/COD Standard

Methods for

the

examination

of water

and

wastewater,

15th ed.

APHA,

AWWA &

WPCF, NY,

1980

not

specified

2 (reliable with

restrictions)

supporting study experimental study Oxygen conditions:

aerobic

Inoculum or test system:

sewage, domestic, non-

adapted

Duration of test (contact

time): 5 d

Initial conc.: 2 g/L

(Based on: test mat.)

Deshkar AM, Srinivasan MV,

Ratnaparkhi DY, Jadhao ST,

Deshpande SY, Kshirsagar

SR, Thergaonkar VP, BOD

of chemicals: Reaction

Kinetics,

Indian J. Environ. Hlth

27(4): 330-344 (1985)

令和元年度WoE

12 REACH登録情

報

Oxalic acid 144-62-7 Interpretation of

results: readily

biodegradable

55, 63, 64, 68%

0.11 - 0.12 g O2/g test

mat.

O2 consumption

BOD5

BOD5 acc.

to Sea

Water

Dilution

Method and

Standard

Diltution

Method

not

specified

2 (reliable with

restrictions)

supporting study experimental study Oxygen conditions:

aerobic

Inoculum or test system:

other: not stated in

English section, but

according to Standard

Dilution Method

Duration of test (contact

time): 5 d

Initial conc.: 10 - 20

mg/L (Based on: test

publication (1981) 令和元年度WoE

13 REACH登録情

報

Oxalic acid 144-62-7 [14C]oxalic acid

was

anaerobically

degraded to

14CO2 and

traces of CH4 in

all sediment

types tested.

>= 90% (Sampling

time:

175 d)

test mat.

Analysis

no guideline

followed

not

specified

2 (reliable with

restrictions)

key study experimental study Oxygen conditions:

anaerobic

Inoculum or test system:

natural sediment

Duration of test (contact

time): ca. 6.5 h

Initial conc.: ca. 3.6

mg/L (Based on: test

mat )

Smith, R.L., Oremland,

R.S., Anaerobic oxalate

degradation: widespread

natural occurence in

aquatic systems, Applied

and Environmental

Microbiology, Vol. 46, No.

1, p. 106-113 (1983)

令和元年度WoE

14 REACH登録情

報

Oxalic acid 144-62-7 Oxalic acid is

easily

biodegradable in

soil, but

conditions

determine the

actual rate of

degradation.

ca. 70% (#1)

(Sampling time: 4 d)

CO2 evolution not

specified

2 (reliable with

restrictions)

key study experimental study Oxygen conditions:

aerobic

Soil properties: #1

loamy sand, #2 sandy

loam, #3 sandy loam,

#4 sandy clay

Duration of test (contact

time): ca. 30 d

Evans Jr, A, Biodegradation

of 14C-labeled low

molecular organic acids

using three biometer

methods, J. Geochem.

Explor. 65(1):17-25 (1998)

令和元年度WoE

15 REACH登録情

報

Glyoxylate 298-12-4 Vapor-phase

glyoxylic acid

undergoes rapid

direct photolysis

in the ambient

atmosphere and

has a daytime

persistence that

is not expected

to exceed a few

2 (reliable with

restrictions)

other information other: Bibliographic peer reviewed data Details on test material:

Glyoxylic acid 50 %

Light source: sunlight

HSDB:

http://toxnet.nim.nih.gov

令和元年度WoE

16 REACH登録情

報

Glyoxylate 298-12-4 Interpretation of

results: readily

biodegradable

98% DOC removal OECD TG

301A

yes (incl.

certificate)

1 (reliable without

restriction)

key study experimental study Oxygen conditions:

aerobic

Inoculum or test system:

activated sludge,

domestic, non-adapted

Duration of test (contact

time): 14 d

Initial conc.: 30.4 mg/L

(DOC)

Sampling time: 3 d

study report (2009) 令和元年度WoE

8/27
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17 REACH登録情

報

Glyoxylate 298-12-4 Interpretation of

results: readily

biodegradable

ca. 99% (3d)

95.5% (7d)

98.1% (14d)

DOC removal IRCHA; Exp.

AFNOR

Norm T90

302

no 2 (reliable with

restrictions)

supporting study experimental study Oxygen conditions:

aerobic

Inoculum or test system:

other: according to

Norm T90 302

Duration of test (contact

time): 14 d

Initial conc.: 39.27 mg/L

(DOC)

study report (1985) 令和元年度WoE

18 REACH登録情

報

Glycolic acid 79-14-1 Conclusions:

Glycolic acid is

stable to

hydrolysis at pH

4, 7 and 9 with a

half life of

greater than 1

year at a

temperature of

25°C

113% (pH 4)

94% (pH 7)

114% (pH 9)

Total recovery of

test substance

(in %)

OECD TG

111

1 (reliable without

restriction)

key study experimental study Duration: 5 d

pH: 4, 7, 9

Temp.: 50 °C

Initial conc. measured:

78.9 - 104.3, 77.6 -

96.9, 87.8 - 120.4 mg/L

study report (2002) 令和元年度WoE

19 REACH登録情

報

Glycolic acid 79-14-1 Conclusions:

Photolysis of

glycolic acid is

not considered

to be a

significant

environmental

h

2 (reliable with

restrictions)

supporting study experimental study Light source: medium

pressure mercury lamp

was used as a surrogate

for natural light.

Duration of test at given

test condition

Duration: 90 min

  

publication (1990) 令和元年度WoE

20 REACH登録情

報

Glycolic acid 79-14-1 Interpretation of

results: readily

biodegradable

78% CO2 evolution OECD TG

301 B

no 2 (reliable with

restrictions)

key study experimental study study report (2000) 令和元年度WoE

21 REACH登録情

報

Glycolic acid 79-14-1 Interpretation of

results: readily

biodegradable

89.6% (7d) TOD OECD TG

301 D

no 2 (reliable with

restrictions)

supporting study experimental study study report (1994) 令和元年度WoE

22 REACH登録情

報

Glycolic acid 79-14-1 Conclusions:

The study

qualitatively

demonstrates

that marine

heterotrophic

bacteria can

metabolise

glycolic acid and

use it as a

source of

energy. This

indicates that

glycolic acid will

not persist in

66 - 90% radiochem.

meas.

2 (reliable with

restrictions)

supporting study experimental study Wright RT, Shah NM, The

Trophic Role of Glycolic Acid

in Coastal Seawater. I.

Heterotrophic Metabolism

in Seawater and Bacterial

Cultures, Marine Biology

33, 175-183 (1975)

令和元年度WoE

23 REACH登録情

報

Glycolic acid 79-14-1 Conclusions:

Biodegradation

after 28 days

under the stated

test conditions

was 96%.

96% (Sampling time:

28 d)

Theoretical O2

Demand or

measured COD

OECD TG

306

not

specified

2 (reliable with

restrictions)

supporting study experimental study Oxygen conditions:

aerobic

Inoculum or test system:

other: Sea Water

Duration of test (contact

time): 43 d

Initial conc.: 4.08 mg/L

study report (1998) 令和元年度WoE

9/27
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情報源名
親化合物の

分解生成物
CAS RN 分解性 分解度 算出方法

さらなる

分解生成物
試験方法等 GLP reliability

情報源におけるキースタ

ディの該非
値の種類 値の種類の詳細 備考 文献

ページ番

号等
収集年度

1 REACH登録情

報

Formaldehyde 50-00-0 Conclusions:

The results of

the study

indicate that

formaldehyde is

rapidly

eliminated in

anaerobic

sludge.

Elimination is

predominantly

due to

degradation,

rather than

volatilization or

100% (4d) test mat.

Analysis

no guideline

followed

no 2 (reliable with

restrictions)

key study experimental study Oxygen conditions:

anaerobic

Inoculum or test system:

anaerobic sludge

Duration of test (contact

time): 11 d

Initial conc.: 1 360 mg/L

(Based on: test mat.)

Eiroa M, Vilar A, Kennes C,

Veiga MC, Formaldehyde

biodegradation in the

presence of methanol under

denitrifying conditions., J.

Chem. Technol. Biotechnol.

81, 312-317 (2006)

令和元年度WoE

2 REACH登録情

報

Formaldehyde 50-00-0 Interpretation of

results: readily

biodegradable

99% DOC removal OECD TG

301A

1 (reliable without

restriction)

key study experimental study Details on test material:

Purity:

39.8 % Formaldehyde

(CoA)

1.4 % Methanol (CoA)

0.025 % Formic acid

(CoA)

Sampling time: 28 d

study report (2011) 令和元年度WoE

3 REACH登録情

報

Formaldehyde 50-00-0 - 90% O2 consumption OECD TG

301D

2 (reliable with

restrictions)

supporting study experimental study Sampling time: 28 d Gerike P, Gode P, The

biodegradability and

inhibitory threshold

concentration of some

disinfectants.,

Chemosphere 21, 799-812

)

令和元年度WoE

4 REACH登録情

報

Formaldehyde 50-00-0 Interpretation of

results: readily

biodegradable

91%

97%

O2 consumption

TOC removal

OECD TG

301C

no 2 (reliable with

restrictions)

supporting study experimental study Sampling time: 2 wk National Institute of

Technology and Evaluation,

Japan, The Official Bulletin

of Economy, Trade and

Industry. (1989)

http://www.safe.nite.go.jp/

english/kizon/KIZON_start_

hazkizon.html (last

accessed on 24rd Oct 2006)

令和元年度WoE

5 REACH登録情

報

Formaldehyde 50-00-0 Conclusions:

The results of

the study

indicate that

formaldehyde is

eliminated in

biological

treatment plants

to a high extent.

Elimination is

predominantly

due to

degradation,

rather than

volatilization or

99.50% test mat.

Analysis

equivalent

or similar to

OECD 303 A

no 2 (reliable with

restrictions)

key study experimental study Sampling time: 160 d Eiroa M, Kennes C, Veiga

MC, Simultaneous

nitrification and

formaldehyde

biodegradation in an

activated sludge unit.,

Bioresource Technology 96,

1914-1918 (2005)

令和元年度WoE

6 REACH登録情

報

Acetic acid 64-19-7 Interpretation of

results:

readily

biodegradable

96% biooxidation published

BOD

procedure -

"Standard

Methods for

the

Examination

of Waste

and

Wastewater

" 13th

Edition,

Amer. Pub.

Health

Assn., New

York (1971)

no 2 (reliable with

restrictions)

weight of evidence experimental study Oxygen conditions:

aerobic

Details on inoculum:

equal-volume mixture of

two biologically treated

petrochemical effluents,

settled domestic

wastewater, Kanawha

River water (receives

wate effluent from

numerous industrial and

domestic sources) and

soil.

Duration of test (contact

time): 20 d

Initial conc.: 3, 7, 10

Price, K.S., Waggy, G.T.

And Conway, R.A., Brine

shrimp bioassays and

seawater BOD of

petrochemicals, J. Water

pollut. Contr. Fed. Vol 46

PP 46-77 (1974)

令和元年度WoE

CA_IN Octadecanamide, N-[3-(dimethylamino)propyl]-

通し番号 153

PACS_Name 等 Ｎ－［３－（ジメチルアミノ）プロピル］ステアルアミド

CASRN 7651-02-7

10/27
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7 REACH登録情

報

Acetic acid 64-19-7 Interpretation of

results:

readily

biodegradable

- DOC removal 2 (reliable with

restrictions)

weight of evidence experimental study Oxygen conditions:

anaerobic

Inoculum or test system:

synthetic sewage.

Details on inoculum:

Concentration of

seedimg bacteria =

100mg-C/l

Duration of test (contact

time): 4 wk

Initial conc.: 30 mg-C/l

Kameya, T,. Murayama, T.,

Urano, K. And Kitano, M.,

Biodegradation ranks of

priority organic compounds

under anaerobic conditions,

Sci. Total Env.170, 43-51

(1995)

令和元年度WoE

8 REACH登録情

報

Acetic acid 64-19-7 Conclusions:

Acetic acid

reached 40.2%

of its theoretical

oxygen demand

in 24h.

30% (6h)

34.9% (12h)

40.2% (24h)

theoretical

oxygen demand

The

Warburg

technique

was used to

investigate

the ability

of activated

sludges

from

wastewater

treatment

plants. Full

methods in

a preceding

paper

no 2 (reliable with

restrictions)

weight of evidence experimental study Oxygen conditions:

aerobic

Inoculum or test system:

activated sludge,

domestic (adaptation not

specified)

Details on inoculum:

activated sludge from

three municipal waste

treatment plants

Duration of test (contact

time): 24 h

Details on study design:

Warburg respirometer

technique

Malaney, G.W. And

Gerhold, R.M., Structural

determinants in the

oxidation of aliphatic

compounds by activated

sludge, J. Water Pollut.

Control Fed. Vol 41 No 2 Pt

2 (1969)

令和元年度WoE

9 REACH登録情

報

Acetic acid 64-19-7 In soil, acetic

acid is

metabolised fast

within 2 days.

Non-

standard.

no 2 (reliable with

restrictions)

key study experimental study Oxygen conditions:

aerobic

Soil properties: #1

loamy sand, #2 clay

loam

Duration of test (contact

time): 120 d

Experimental conditions:

Temp.: 20C, Humidity:

60%

Nowak, G. , Nowak, J.,

Turnover of 14C-labelled

oat residues and smaller

molecular organic

compounds in two soils

under different levels of

mineral nutrition., Plant and

soil 122: 67-77 (1990)

令和元年度WoE

10 REACH登録情

報

Acetaldehyde 75-07-0 Interpretation of

results: readily

biodegradable

80% BOD OECD TG

301C

not

specified

2 (reliable with

restrictions)

key study experimental study Duration of test (contact

time): 14 d

publication (1992) 令和元年度WoE

11 REACH登録情

報

Acetaldehyde 75-07-0 Interpretation of

results: readily

biodegradable

80%

93%

100%

BOD

TOC removal

GC

OECD TG

301C

not

specified

2 (reliable with

restrictions)

key study experimental study Duration of test (contact

time): 14 d

publication (1980) 令和元年度WoE

12 REACH登録情

報

Dimethylamine 124-40-3 Interpretation of

results: readily

biodegradable

88%

96%

100%

BOD (NH3)

TOC removal

HPLC

MITI -I

(OECD TG

301 C)

not

specified

2 (reliable with

restrictions)

key study experimental study Sampling time: 4 wk Official Bulletin of Economy,

Trade and Industry,

Biodegradation and

Bioconcentration of Existing

Chemical Substances under

the Chemical Substances

Control Law

(Dimethylamine), National

Institute of Technology and

Evaluation (1975)

令和元年度WoE

13 REACH登録情

報

Dimethylamine 124-40-3 Conclusions:

DMA was

removed

consistently,

averaging 81

and > 98 %

during 4 month

observations.

exceeded 70 % removal of DMA 2 (reliable with

restrictions)

supporting study experimental study Oxygen conditions: not

specified

Inoculum or test system:

activated sludge

(adaptation not

specified)

Duration of test (contact

time): ca. 4 mo

Sedlak, Deeb, Hawley,

Mitch, Durbin, Mowbray,

and Carr, Sources and Fate

of Nitrosodimethylamine

and its Precursors in

Municipal Wastewater

Treatment Plants, Water

Environment Research,

Volume 77, Number 1

)

令和元年度WoE

14 REACH登録情

報

Dimethylamine 124-40-3 Interpretation of

results: readily

biodegradable

77% O2 consumption OECD TG

306

not

specified

2 (reliable with

restrictions)

supporting study experimental study Oxygen conditions:

aerobic

Inoculum or test system:

natural water: marine

Duration of test (contact

time): 28 d

Initial conc.: 2 mg/L

(Based on  test mat )

publication (2012) 令和元年度WoE

11/27
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15 REACH登録情

報

Dimethylamine 124-40-3 Conclusions:

It can be

concluded that in

agricultural soils

there will be

rapid

metabolism of

dimethylamine

resulting from

application of

herbicide

formulations

with no

likelihood of any

 

69 - 89% radiochem.

meas.

no guideline

available

2 (reliable with

restrictions)

key study experimental study Oxygen conditions:

aerobic

Soil classification: USDA

(US Department of

Agriculture)

Soil properties: #1 Clay

from Indian Head, #2

Clay from Regina, #3

Loamy sand from White

City

Duration of test (contact

time): 7d

publication (1992) 令和元年度WoE

16 REACH登録情

報

formic acid 64-18-6 Interpretation of

results: readily

biodegradable

99% (11d) DOC removal EU Method

C.4-B

no 2 (reliable with

restrictions)

key study experimental study Oxygen conditions:

aerobic

Inoculum or test system:

other: effluent from

laboratory wastewater

treatment plants fed

with municipal sewage

Duration of test (contact

  

study report (1988) 令和元年度WoE

17 REACH登録情

報

formic acid 64-18-6 Interpretation of

results: readily

biodegradable

98% (14d) DOC removal EU Method

C.4-B

no 2 (reliable with

restrictions)

key study experimental study Oxygen conditions:

aerobic

Inoculum or test system:

other: effluent from

laboratory wastewater

treatment plants fed

with municipal sewage

Duration of test (contact

  

study report (1988)

18 REACH登録情

報

formic acid 64-18-6 Interpretation of

results: readily

biodegradable

100% O2 consumption OECD TG

301 C

no 2 (reliable with

restrictions)

key study experimental study Oxygen conditions:

aerobic

Inoculum or test system:

mixture of sewage, soil

and natural water

Duration of test (contact

time): 28 d

Initial conc.: 100 mg/L

(Based on: test mat.)

publication (1993)

19 REACH登録情

報

formic acid 64-18-6 Readily

biodegradable in

seawater

95% O2 consumption 2 (reliable with

restrictions)

key study experimental study Oxygen conditions:

aerobic

Inoculum or test system:

other: wastewater, seed

bacteria, and growth

factors

Duration of test (contact

time): 20 d

Price KS, Waggy GT, and

Conway RA, Brine shrimp

bioassay and seawater BOD

of petrochemicals, J. Water

Pollut. Contr. Fed. 46(1),

63-77 (1974)

20 REACH登録情

報

3-aminopropyl-

methylamine

6291-84-5 Interpretation of

results: readily

biodegradable

71% BOD OECD TG

306

not

specified

2 (reliable with

restrictions)

key study experimental study Sampling time: 28 d Ingvild Eide-Haugmo, Odd

Gunnar Brakstad, Karl

Anders Hoff, Eirik Falck da

Silva, Hallvard F. Svendsen,

Marine biodegradability and

ecotoxicity of solvents for

CO2-capture of natural

gas., International Journal

of Greenhouse Gas Control,

Vol. 9, Pg. no. 184–192,

令和元年度WoE

21 REACH登録情

報

3-aminopropyl-

methylamine

6291-84-5 Interpretation of

results: readily

biodegradable

70% BOD OECD TG

306

not

specified

2 (reliable with

restrictions)

supporting study experimental study Sampling time: 28 d Ingvild Eide-Haugmo, Odd

Gunnar Brakstad, Karl

Anders Hoff, Kristin Rist Sø

rheim, Eirik Falck da Silva,

Hallvard F. Svendsen,

Environmental impact of

amines., Energy Procedia,

Vol. 1, Pg. no. 1297–1304,

2009.

令和元年度WoE

22 REACH登録情

報

3-aminopropyl-

methylamine

6291-84-5 Interpretation of

results: readily

biodegradable

89%

95%

100%

BOD(NH3)

TOC removal

GC

not

specified

2 (reliable with

restrictions)

supporting study experimental study Sampling time: 28 d National Institute of

Technology and

Evaluation., Biodegradation

in water: screening tests.,

Japan chemicals

collaborative knowledge

database (J-check), 2017

令和元年度WoE
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23 REACH登録情

報

β-alanine 107-95-9 Interpretation of

results: readily

biodegradable

87%

95%

100%

BOD

TOC removal

test mat.

Analysis

OECD TG

301 C

yes (incl.

certificate)

1 (reliable without

restriction)

key study experimental study Sampling time: 14 d study report (1993)

13/27



付属資料6.2-2

情報源名
親化合物の

分解生成物
CAS RN 分解性 分解度 算出方法

さらなる

分解生成物
試験方法等 GLP reliability

情報源におけるキースタ

ディの該非
値の種類 値の種類の詳細 備考 文献

ページ番

号等
収集年度

1 REACH登録情

報

Acetic acid 64-19-7 Interpretation of

results:

readily

biodegradable

96% biooxidation published

BOD

procedure -

"Standard

Methods for

the

Examination

of Waste

and

Wastewater

" 13th

Edition,

Amer. Pub.

Health

Assn., New

 

no 2 (reliable with

restrictions)

weight of evidence experimental study Oxygen conditions:

aerobic

Details on inoculum:

equal-volume mixture of

two biologically treated

petrochemical effluents,

settled domestic

wastewater, Kanawha

River water (receives

wate effluent from

numerous industrial and

domestic sources) and

soil.

Duration of test (contact

time): 20 d

    

Price, K.S., Waggy, G.T.

And Conway, R.A., Brine

shrimp bioassays and

seawater BOD of

petrochemicals, J. Water

pollut. Contr. Fed. Vol 46

PP 46-77 (1974)

令和元年度WoE

2 REACH登録情

報

Acetic acid 64-19-7 Interpretation of

results:

readily

biodegradable

- DOC removal 2 (reliable with

restrictions)

weight of evidence experimental study Oxygen conditions:

anaerobic

Inoculum or test system:

synthetic sewage.

Details on inoculum:

Concentration of

seedimg bacteria =

100mg-C/l

Duration of test (contact

time): 4 wk

Initial conc.: 30 mg-C/l

Kameya, T,. Murayama, T.,

Urano, K. And Kitano, M.,

Biodegradation ranks of

priority organic compounds

under anaerobic conditions,

Sci. Total Env.170, 43-51

(1995)

令和元年度WoE

3 REACH登録情

報

Acetic acid 64-19-7 Conclusions:

Acetic acid

reached 40.2%

of its theoretical

oxygen demand

in 24h.

30% (6h)

34.9% (12h)

40.2% (24h)

theoretical

oxygen demand

The

Warburg

technique

was used to

investigate

the ability

of activated

sludges

from

wastewater

treatment

plants. Full

methods in

a preceding

no 2 (reliable with

restrictions)

weight of evidence experimental study Oxygen conditions:

aerobic

Inoculum or test system:

activated sludge,

domestic (adaptation not

specified)

Details on inoculum:

activated sludge from

three municipal waste

treatment plants

Duration of test (contact

time): 24 h

Details on study design:

Warburg respirometer

Malaney, G.W. And

Gerhold, R.M., Structural

determinants in the

oxidation of aliphatic

compounds by activated

sludge, J. Water Pollut.

Control Fed. Vol 41 No 2 Pt

2 (1969)

令和元年度WoE

4 REACH登録情

報

Acetic acid 64-19-7 In soil, acetic

acid is

metabolised fast

within 2 days.

Non-

standard.

no 2 (reliable with

restrictions)

key study experimental study Oxygen conditions:

aerobic

Soil properties: #1

loamy sand, #2 clay

loam

Duration of test (contact

time): 120 d

Experimental conditions:

Temp.: 20C, Humidity:

Nowak, G. , Nowak, J.,

Turnover of 14C-labelled

oat residues and smaller

molecular organic

compounds in two soils

under different levels of

mineral nutrition., Plant and

soil 122: 67-77 (1990)

令和元年度WoE

5 REACH登録情

報

2-aminoethanol 141-43-5 Interpretation of

results: readily

biodegradable

> 90% DOC removal OECD TG

301 A

no 2 (reliable with

restrictions)

key study experimental study Sampling time: 21 d study report (1995)

internal note (OECD

ringtest, 1988)

令和元年度WoE

6 REACH登録情

報

2-aminoethanol 141-43-5 Interpretation of

results: readily

biodegradable

> 80% CO2 evolution OECD TG

301 B

no 2 (reliable with

restrictions)

supporting study experimental study Sampling time: 31 d study report (1995)

internal note (OECD

ringtest, 1988)

令和元年度WoE

7 REACH登録情

報

2-aminoethanol 141-43-5 Interpretation of

results: readily

biodegradable

> 70% O2 consumption OECD TG

301 F

no 2 (reliable with

restrictions)

supporting study experimental study Sampling time: 28 d study report (1995)

internal note (OECD

ringtest, 1988)

令和元年度WoE

8 REACH登録情

報

2-aminoethanol 141-43-5 Interpretation of

results: readily

biodegradable

> 70% O2 consumption OECD TG

301 F

no 2 (reliable with

restrictions)

supporting study experimental study Sampling time: 28 d study report (1995)

internal note (OECD

ringtest, 1988)

令和元年度WoE

9 REACH登録情

報

2-aminoethanol 141-43-5 Interpretation of

results: readily

biodegradable

83% O2 consumption OECD TG

301 C

no 2 (reliable with

restrictions)

supporting study experimental study Sampling time: 14 d publication (1975) 令和元年度WoE

10 REACH登録情

報

2-aminoethanol 141-43-5 Interpretation of

results: readily

biodegradable

100% DOC removal Aerobic

biodegradati

on study:

Die-away

study using

natural

water from

the River

Ai  (UK)

not

specified

2 (reliable with

restrictions)

supporting study experimental study Sampling time: 1.5 d Emtiazi G and Knapp JS,

The biodegradation of

piperazine and structurally-

related linear and cyclic

amines, Biodegradation 5,

83-92 (1994)

令和元年度WoE

通し番号 173

PACS_Name 等 N,N-ビス（2-ヒドロキシエチル）アルカンアミド（C=8, 10, 12, 14, 16, 18、直鎖型）、（Z）-N,N-ビス（2-ヒドロキシエチル）オクタデカ-9-エンアミド又は（9Z, 12Z）-N,N-ビス（2-ヒドロキシエチル）オクタデカ-9, 12-ジエンアミド

CASRN 93-82-3, 93-83-4, 120-40-1

CA_IN

14/27
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11 REACH登録情

報

2-aminoethanol 141-43-5 - 68% O2 consumption OECD TG

306

no 2 (reliable with

restrictions)

supporting study experimental study Sampling time: 28 d publication (2012) 令和元年度WoE

12 REACH登録情

報

2-aminoethanol 141-43-5 - < 40% O2 consumption OECD TG

306

no 2 (reliable with

restrictions)

supporting study experimental study Sampling time: 28 d Eide-Haugmo I., Brakstad

O. G., Hoff K. A., Sørheim

K. R., da Silva E. F.,

Svendsen H. F.,

Environmental impact of

amines, Energy Procedia 1

(2009) 1297 1304 (2009)

令和元年度WoE

13 REACH登録情

報

2-aminoethanol 141-43-5 - 80% (Sampling time:

28 d)

86.9% (Sampling time:

50 d)

CO2 evolution equivalent

or similar to

OECD TG

309

2 (reliable with

restrictions)

supporting study experimental study study report (1993) 令和元年度WoE

14 REACH登録情

報

Oxalic acid 144-62-7 Interpretation of

results: readily

biodegradable

89% O2 consumption equivalent

or similar to

EU Method

C.5

(Degradatio

n:

Biochemical

Oxygen

Demand)

no 2 (reliable with

restrictions)

key study experimental study Duration of test (contact

time): 20 d

Young RHF, Ryckman DW,

Buzzel Jr JC, An improved

tool for measuring

biodegradability, J Water

Pollut Contr Fed 40: R354-

R368 (1968)

令和元年度WoE

15 REACH登録情

報

Oxalic acid 144-62-7 Interpretation of

results: readily

biodegradable

78-94% O2 consumption equivalent

or similar to

Standard

dilution

method,

0.1%

sewage

no 2 (reliable with

restrictions)

supporting study experimental study Oxygen conditions:

aerobic

Inoculum or test system:

sewage, domestic, non-

adapted

Details on inoculum:

0.1% of sewage

Duration of test (contact

  

Gaffney, PE, Heukelekian H,

Oxygen demand

measurement errors in

pure organic compounds -

nitrification studies, Sew.

Indust. Wastes (1958)

令和元年度WoE

16 REACH登録情

報

Oxalic acid 144-62-7 Interpretation of

results: readily

biodegradable

54, 92, 95% BOD5*100/COD Standard

Methods for

the

examination

of water

and

wastewater,

15th ed.

APHA,

AWWA &

WPCF, NY,

1980

not

specified

2 (reliable with

restrictions)

supporting study experimental study Oxygen conditions:

aerobic

Inoculum or test system:

sewage, domestic, non-

adapted

Duration of test (contact

time): 5 d

Initial conc.: 2 g/L

(Based on: test mat.)

Deshkar AM, Srinivasan MV,

Ratnaparkhi DY, Jadhao ST,

Deshpande SY, Kshirsagar

SR, Thergaonkar VP, BOD

of chemicals: Reaction

Kinetics,

Indian J. Environ. Hlth

27(4): 330-344 (1985)

令和元年度WoE

17 REACH登録情

報

Oxalic acid 144-62-7 Interpretation of

results: readily

biodegradable

55, 63, 64, 68%

0.11 - 0.12 g O2/g test

mat.

O2 consumption

BOD5

BOD5 acc.

to Sea

Water

Dilution

Method and

Standard

Diltution

Method

not

specified

2 (reliable with

restrictions)

supporting study experimental study Oxygen conditions:

aerobic

Inoculum or test system:

other: not stated in

English section, but

according to Standard

Dilution Method

Duration of test (contact

time): 5 d

Initial conc.: 10 - 20

mg/L (Based on: test

publication (1981) 令和元年度WoE

18 REACH登録情

報

Oxalic acid 144-62-7 [14C]oxalic acid

was

anaerobically

degraded to

14CO2 and

traces of CH4 in

all sediment

types tested.

>= 90% (Sampling

time:

175 d)

test mat.

Analysis

no guideline

followed

not

specified

2 (reliable with

restrictions)

key study experimental study Oxygen conditions:

anaerobic

Inoculum or test system:

natural sediment

Duration of test (contact

time): ca. 6.5 h

Initial conc.: ca. 3.6

mg/L (Based on: test

Smith, R.L., Oremland,

R.S., Anaerobic oxalate

degradation: widespread

natural occurence in

aquatic systems, Applied

and Environmental

Microbiology, Vol. 46, No.

1, p. 106-113 (1983)

令和元年度WoE

19 REACH登録情

報

Oxalic acid 144-62-7 Oxalic acid is

easily

biodegradable in

soil, but

conditions

determine the

actual rate of

degradation.

ca. 70% (#1)

(Sampling time: 4 d)

CO2 evolution not

specified

2 (reliable with

restrictions)

key study experimental study Oxygen conditions:

aerobic

Soil properties: #1

loamy sand, #2 sandy

loam, #3 sandy loam,

#4 sandy clay

Duration of test (contact

time): ca. 30 d

Evans Jr, A, Biodegradation

of 14C-labeled low

molecular organic acids

using three biometer

methods, J. Geochem.

Explor. 65(1):17-25 (1998)

令和元年度WoE

20 REACH登録情

報

Glyoxylate 298-12-4 Vapor-phase

glyoxylic acid

undergoes rapid

direct photolysis

in the ambient

atmosphere and

has a daytime

persistence that

is not expected

to exceed a few

2 (reliable with

restrictions)

other information other: Bibliographic peer reviewed data Details on test material:

Glyoxylic acid 50 %

Light source: sunlight

HSDB:

http://toxnet.nim.nih.gov

令和元年度WoE
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21 REACH登録情

報

Glyoxylate 298-12-4 Interpretation of

results: readily

biodegradable

98% DOC removal OECD TG

301A

yes (incl.

certificate)

1 (reliable without

restriction)

key study experimental study Oxygen conditions:

aerobic

Inoculum or test system:

activated sludge,

domestic, non-adapted

Duration of test (contact

time): 14 d

Initial conc.: 30.4 mg/L

(DOC)

   

study report (2009) 令和元年度WoE

22 REACH登録情

報

Glyoxylate 298-12-4 Interpretation of

results: readily

biodegradable

ca. 99% (3d)

95.5% (7d)

98.1% (14d)

DOC removal IRCHA; Exp.

AFNOR

Norm T90

302

no 2 (reliable with

restrictions)

supporting study experimental study Oxygen conditions:

aerobic

Inoculum or test system:

other: according to

Norm T90 302

Duration of test (contact

time): 14 d

Initial conc.: 39.27 mg/L

(DOC)

study report (1985) 令和元年度WoE

23 REACH登録情

報

Glycolic acid 79-14-1 Conclusions:

Glycolic acid is

stable to

hydrolysis at pH

4, 7 and 9 with a

half life of

greater than 1

year at a

temperature of

25°C

113% (pH 4)

94% (pH 7)

114% (pH 9)

Total recovery of

test substance

(in %)

OECD TG

111

1 (reliable without

restriction)

key study experimental study Duration: 5 d

pH: 4, 7, 9

Temp.: 50 °C

Initial conc. measured:

78.9 - 104.3, 77.6 -

96.9, 87.8 - 120.4 mg/L

study report (2002) 令和元年度WoE

24 REACH登録情

報

Glycolic acid 79-14-1 Conclusions:

Photolysis of

glycolic acid is

not considered

to be a

significant

environmental

pathway

2 (reliable with

restrictions)

supporting study experimental study Light source: medium

pressure mercury lamp

was used as a surrogate

for natural light.

Duration of test at given

test condition

Duration: 90 min

Temp  25 °C

publication (1990) 令和元年度WoE

25 REACH登録情

報

Glycolic acid 79-14-1 Interpretation of

results: readily

biodegradable

78% CO2 evolution OECD TG

301 B

no 2 (reliable with

restrictions)

key study experimental study study report (2000) 令和元年度WoE

26 REACH登録情

報

Glycolic acid 79-14-1 Interpretation of

results: readily

biodegradable

89.6% (7d) TOD OECD TG

301 D

no 2 (reliable with

restrictions)

supporting study experimental study study report (1994) 令和元年度WoE

27 REACH登録情

報

Glycolic acid 79-14-1 Conclusions:

The study

qualitatively

demonstrates

that marine

heterotrophic

bacteria can

metabolise

glycolic acid and

use it as a

source of

energy. This

indicates that

glycolic acid will

not persist in

66 - 90% radiochem.

meas.

2 (reliable with

restrictions)

supporting study experimental study Wright RT, Shah NM, The

Trophic Role of Glycolic Acid

in Coastal Seawater. I.

Heterotrophic Metabolism

in Seawater and Bacterial

Cultures, Marine Biology

33, 175-183 (1975)

令和元年度WoE

28 REACH登録情

報

Glycolic acid 79-14-1 Conclusions:

Biodegradation

after 28 days

under the stated

test conditions

was 96%.

96% (Sampling time:

28 d)

Theoretical O2

Demand or

measured COD

OECD TG

306

not

specified

2 (reliable with

restrictions)

supporting study experimental study Oxygen conditions:

aerobic

Inoculum or test system:

other: Sea Water

Duration of test (contact

time): 43 d

Initial conc  4 08 mg/L

study report (1998) 令和元年度WoE

29 REACH登録情

報

2,2'-Dihydroxy-

diethylamine

111-42-2 Interpretation of

results: readily

biodegradable

93% O2 consumption OECD TG

301 F

no 1 (reliable without

restriction)

key study experimental study Sampling time: 28 d study report (1992) 令和元年度WoE

30 REACH登録情

報

2,2'-Dihydroxy-

diethylamine

111-42-2 Interpretation of

results: easily

eliminated from

water (mainly by

biodegradation)

96% DOC removal EU Method

C.4-A

no 2 (reliable with

restrictions)

supporting study experimental study Sampling time: 10 d study report (1993) 令和元年度WoE

31 REACH登録情

報

2,2'-Dihydroxy-

diethylamine

111-42-2 Interpretation of

results: readily

biodegradable

97% DOC removal EU Method

C.4-B

no 2 (reliable with

restrictions)

supporting study experimental study Sampling time: 28 d study report (1993) 令和元年度WoE

32 REACH登録情

報

2,2'-Dihydroxy-

diethylamine

111-42-2 Interpretation of

results: readily

biodegradable

96% DOC removal EU Method

C.4-A

no 2 (reliable with

restrictions)

supporting study experimental study Sampling time: 10 d study report (1993) 令和元年度WoE

33 REACH登録情

報

2,2'-Dihydroxy-

diethylamine

111-42-2 Interpretation of

results: readily

biodegradable

93% DOC removal EU Method

C.4-B

no 2 (reliable with

restrictions)

supporting study experimental study Sampling time: 28 d study report (1993) 令和元年度WoE

16/27
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34 REACH登録情

報

2,2'-Dihydroxy-

diethylamine

111-42-2 Interpretation of

results: readily

biodegradable

93% DOC removal EU Method

C.4-B

no 2 (reliable with

restrictions)

supporting study experimental study Sampling time: 28 d study report (1993) 令和元年度WoE

35 REACH登録情

報

2,2'-Dihydroxy-

diethylamine

111-42-2 Interpretation of

results: readily

biodegradable

100% DOC removal Aerobic

biodegradati

on study:

Die-away

study using

natural

water from

the River

Aire (UK)

not

specified

2 (reliable with

restrictions)

supporting study experimental study Sampling time: 4.5 d Emtiazi G and Knapp JS,

The biodegradation of

piperazine and structurally-

related linear and cyclic

amines,

Biodegradation 5, 83-92

(1994)

令和元年度WoE

36 REACH登録情

報

2,2'-Dihydroxy-

diethylamine

111-42-2 - 63% O2 consumption OECD TG

306

no 2 (reliable with

restrictions)

supporting study experimental study Sampling time: 28 d publication (2012) 令和元年度WoE

37 REACH登録情

報

2,2'-Dihydroxy-

diethylamine

111-42-2 - < 60% O2 consumption OECD TG

306

no 2 (reliable with

restrictions)

supporting study experimental study Sampling time: 28 d Eide-Haugmo I., Brakstad

O. G., Hoff K. A., Sørheim

K. R., da Silva E. F.,

Svendsen H. F.,

Environmental impact of

amines, Energy Procedia 1

(2009) 1297–1304 (2009)

令和元年度WoE

38 REACH登録情

報

Oleic acid 112-80-1 情報なし 令和元年度WoE

39 REACH登録情

報

Nonanal 124-19-6 Interpretation of

results: readily

biodegradable

83% (28d)

87% (61d)

O2 consumption OECD TG

301F

EU Method

C.4-D

EPA OPPTS

835.3110

1 (reliable without

restriction)

key study experimental study Duration of test (contact

time): 61 d

study report (2011) 令和元年度WoE

40 REACH登録情

報

Nonanal 124-19-6 Interpretation of

results:

inherently

biodegradable

84% O2 consumption OECD TG

302 C

1 (reliable without

restriction)

supporting study experimental study Sampling time: 28 d study report (1998) 令和元年度WoE

17/27
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情報源名
親化合物の

分解生成物
CAS RN 分解性 分解度 算出方法

さらなる

分解生成物
試験方法等 GLP reliability

情報源におけるキースタ

ディの該非
値の種類 値の種類の詳細 備考 文献

ページ番

号等
収集年度

1 REACH登録情

報

Formaldehyde 50-00-0 Conclusions:

The results of

the study

indicate that

formaldehyde is

rapidly

eliminated in

anaerobic

sludge.

Elimination is

predominantly

due to

degradation,

rather than

 

100% (4d) test mat.

Analysis

no guideline

followed

no 2 (reliable with

restrictions)

key study experimental study Oxygen conditions:

anaerobic

Inoculum or test system:

anaerobic sludge

Duration of test (contact

time): 11 d

Initial conc.: 1 360 mg/L

(Based on: test mat.)

Eiroa M, Vilar A, Kennes C,

Veiga MC, Formaldehyde

biodegradation in the

presence of methanol under

denitrifying conditions., J.

Chem. Technol. Biotechnol.

81, 312-317 (2006)

令和元年度WoE

2 REACH登録情

報

Formaldehyde 50-00-0 Interpretation of

results: readily

biodegradable

99% DOC removal OECD TG

301A

1 (reliable without

restriction)

key study experimental study Details on test material:

Purity:

39.8 % Formaldehyde

(CoA)

1.4 % Methanol (CoA)

0.025 % Formic acid

(CoA)

Sampling time: 28 d

study report (2011) 令和元年度WoE

3 REACH登録情

報

Formaldehyde 50-00-0 - 90% O2 consumption OECD TG

301D

2 (reliable with

restrictions)

supporting study experimental study Sampling time: 28 d Gerike P, Gode P, The

biodegradability and

inhibitory threshold

concentration of some

disinfectants.,

Chemosphere 21, 799-812

令和元年度WoE

4 REACH登録情

報

Formaldehyde 50-00-0 Interpretation of

results: readily

biodegradable

91%

97%

O2 consumption

TOC removal

OECD TG

301C

no 2 (reliable with

restrictions)

supporting study experimental study Sampling time: 2 wk National Institute of

Technology and Evaluation,

Japan, The Official Bulletin

of Economy, Trade and

Industry. (1989)

http://www.safe.nite.go.jp/

english/kizon/KIZON_start_

hazkizon.html (last

d  24 d O  2006)

令和元年度WoE

5 REACH登録情

報

Formaldehyde 50-00-0 Conclusions:

The results of

the study

indicate that

formaldehyde is

eliminated in

biological

treatment plants

to a high extent.

Elimination is

predominantly

due to

degradation,

rather than

volatilization or

99.50% test mat.

Analysis

equivalent

or similar to

OECD 303 A

no 2 (reliable with

restrictions)

key study experimental study Sampling time: 160 d Eiroa M, Kennes C, Veiga

MC, Simultaneous

nitrification and

formaldehyde

biodegradation in an

activated sludge unit.,

Bioresource Technology 96,

1914-1918 (2005)

令和元年度WoE

6 REACH登録情

報

Acetic acid 64-19-7 Interpretation of

results:

readily

biodegradable

96% biooxidation published

BOD

procedure -

"Standard

Methods for

the

Examination

of Waste

and

Wastewater

" 13th

Edition,

Amer. Pub.

Health

Assn., New

York (1971)

no 2 (reliable with

restrictions)

weight of evidence experimental study Oxygen conditions:

aerobic

Details on inoculum:

equal-volume mixture of

two biologically treated

petrochemical effluents,

settled domestic

wastewater, Kanawha

River water (receives

wate effluent from

numerous industrial and

domestic sources) and

soil.

Duration of test (contact

time): 20 d

Initial conc.: 3, 7, 10

Price, K.S., Waggy, G.T.

And Conway, R.A., Brine

shrimp bioassays and

seawater BOD of

petrochemicals, J. Water

pollut. Contr. Fed. Vol 46

PP 46-77 (1974)

令和元年度WoE

通し番号 174

PACS_Name 等 ［（3-アルカンアミド（C=8, 10, 12, 14, 16, 18、直鎖型）プロピル）（ジメチル）アンモニオ］アセタート又は（Z）-｛［3-（オクタデカ-9-エンアミド）プロピル］（ジメチル）アンモニオ｝アセタート

CASRN 4292-10-8

CA_IN 1-Propanaminium, N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-3-[(1-oxododecyl)amino]-, inner salt

18/27
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7 REACH登録情

報

Acetic acid 64-19-7 Interpretation of

results:

readily

biodegradable

- DOC removal 2 (reliable with

restrictions)

weight of evidence experimental study Oxygen conditions:

anaerobic

Inoculum or test system:

synthetic sewage.

Details on inoculum:

Concentration of

seedimg bacteria =

100mg-C/l

Duration of test (contact

time): 4 wk

Initial conc.: 30 mg-C/l

Kameya, T,. Murayama, T.,

Urano, K. And Kitano, M.,

Biodegradation ranks of

priority organic compounds

under anaerobic conditions,

Sci. Total Env.170, 43-51

(1995)

令和元年度WoE

8 REACH登録情

報

Acetic acid 64-19-7 Conclusions:

Acetic acid

reached 40.2%

of its theoretical

oxygen demand

in 24h.

30% (6h)

34.9% (12h)

40.2% (24h)

theoretical

oxygen demand

The

Warburg

technique

was used to

investigate

the ability

of activated

sludges

from

wastewater

treatment

plants. Full

methods in

a preceding

no 2 (reliable with

restrictions)

weight of evidence experimental study Oxygen conditions:

aerobic

Inoculum or test system:

activated sludge,

domestic (adaptation not

specified)

Details on inoculum:

activated sludge from

three municipal waste

treatment plants

Duration of test (contact

time): 24 h

Details on study design:

Warburg respirometer

h i

Malaney, G.W. And

Gerhold, R.M., Structural

determinants in the

oxidation of aliphatic

compounds by activated

sludge, J. Water Pollut.

Control Fed. Vol 41 No 2 Pt

2 (1969)

令和元年度WoE

9 REACH登録情

報

Acetic acid 64-19-7 In soil, acetic

acid is

metabolised fast

within 2 days.

Non-

standard.

no 2 (reliable with

restrictions)

key study experimental study Oxygen conditions:

aerobic

Soil properties: #1

loamy sand, #2 clay

loam

Duration of test (contact

time): 120 d

Experimental conditions:

Temp.: 20C, Humidity:

6

Nowak, G. , Nowak, J.,

Turnover of 14C-labelled

oat residues and smaller

molecular organic

compounds in two soils

under different levels of

mineral nutrition., Plant and

soil 122: 67-77 (1990)

令和元年度WoE

10 REACH登録情

報

Acetaldehyde 75-07-0 Interpretation of

results: readily

biodegradable

80% BOD OECD TG

301C

not

specified

2 (reliable with

restrictions)

key study experimental study Duration of test (contact

time): 14 d

publication (1992) 令和元年度WoE

11 REACH登録情

報

Acetaldehyde 75-07-0 Interpretation of

results: readily

biodegradable

80%

93%

100%

BOD

TOC removal

GC

OECD TG

301C

not

specified

2 (reliable with

restrictions)

key study experimental study Duration of test (contact

time): 14 d

publication (1980) 令和元年度WoE

12 REACH登録情

報

Dimethylamine 124-40-3 Interpretation of

results: readily

biodegradable

88%

96%

100%

BOD (NH3)

TOC removal

HPLC

MITI -I

(OECD TG

301 C)

not

specified

2 (reliable with

restrictions)

key study experimental study Sampling time: 4 wk Official Bulletin of Economy,

Trade and Industry,

Biodegradation and

Bioconcentration of Existing

Chemical Substances under

the Chemical Substances

Control Law

(Dimethylamine), National

Institute of Technology and

Evaluation (1975)

令和元年度WoE

13 REACH登録情

報

Dimethylamine 124-40-3 Conclusions:

DMA was

removed

consistently,

averaging 81

and > 98 %

during 4 month

observations.

exceeded 70 % removal of DMA 2 (reliable with

restrictions)

supporting study experimental study Oxygen conditions: not

specified

Inoculum or test system:

activated sludge

(adaptation not

specified)

Duration of test (contact

time): ca. 4 mo

Sedlak, Deeb, Hawley,

Mitch, Durbin, Mowbray,

and Carr, Sources and Fate

of Nitrosodimethylamine

and its Precursors in

Municipal Wastewater

Treatment Plants, Water

Environment Research,

   

令和元年度WoE

14 REACH登録情

報

Dimethylamine 124-40-3 Interpretation of

results: readily

biodegradable

77% O2 consumption OECD TG

306

not

specified

2 (reliable with

restrictions)

supporting study experimental study Oxygen conditions:

aerobic

Inoculum or test system:

natural water: marine

Duration of test (contact

time): 28 d

Initial conc.: 2 mg/L

(Based on: test mat.)

publication (2012) 令和元年度WoE

19/27
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15 REACH登録情

報

Dimethylamine 124-40-3 Conclusions:

It can be

concluded that in

agricultural soils

there will be

rapid

metabolism of

dimethylamine

resulting from

application of

herbicide

formulations

with no

likelihood of any

buildup of

69 - 89% radiochem.

meas.

no guideline

available

2 (reliable with

restrictions)

key study experimental study Oxygen conditions:

aerobic

Soil classification: USDA

(US Department of

Agriculture)

Soil properties: #1 Clay

from Indian Head, #2

Clay from Regina, #3

Loamy sand from White

City

Duration of test (contact

time): 7d

publication (1992) 令和元年度WoE

16 REACH登録情

報

β-alanine 107-95-9 Interpretation of

results: readily

biodegradable

87%

95%

100%

BOD

TOC removal

test mat.

Analysis

OECD TG

301 C

yes (incl.

certificate)

1 (reliable without

restriction)

key study experimental study Sampling time: 14 d study report (1993) 令和元年度WoE

17 REACH登録情

報

Oxalic acid 144-62-7 Interpretation of

results: readily

biodegradable

89% O2 consumption equivalent

or similar to

EU Method

C.5

(Degradatio

n:

Biochemical

Oxygen

Demand)

no 2 (reliable with

restrictions)

key study experimental study Duration of test (contact

time): 20 d

Young RHF, Ryckman DW,

Buzzel Jr JC, An improved

tool for measuring

biodegradability, J Water

Pollut Contr Fed 40: R354-

R368 (1968)

令和元年度WoE

18 REACH登録情

報

Oxalic acid 144-62-7 Interpretation of

results: readily

biodegradable

78-94% O2 consumption equivalent

or similar to

Standard

dilution

method,

0.1%

sewage

no 2 (reliable with

restrictions)

supporting study experimental study Oxygen conditions:

aerobic

Inoculum or test system:

sewage, domestic, non-

adapted

Details on inoculum:

0.1% of sewage

Duration of test (contact

time): 5 d

Gaffney, PE, Heukelekian H,

Oxygen demand

measurement errors in

pure organic compounds -

nitrification studies, Sew.

Indust. Wastes (1958)

令和元年度WoE

19 REACH登録情

報

Oxalic acid 144-62-7 Interpretation of

results: readily

biodegradable

54, 92, 95% BOD5*100/COD Standard

Methods for

the

examination

of water

and

wastewater,

15th ed.

APHA,

AWWA &

WPCF, NY,

1980

not

specified

2 (reliable with

restrictions)

supporting study experimental study Oxygen conditions:

aerobic

Inoculum or test system:

sewage, domestic, non-

adapted

Duration of test (contact

time): 5 d

Initial conc.: 2 g/L

(Based on: test mat.)

Deshkar AM, Srinivasan MV,

Ratnaparkhi DY, Jadhao ST,

Deshpande SY, Kshirsagar

SR, Thergaonkar VP, BOD

of chemicals: Reaction

Kinetics,

Indian J. Environ. Hlth

27(4): 330-344 (1985)

令和元年度WoE

20 REACH登録情

報

Oxalic acid 144-62-7 Interpretation of

results: readily

biodegradable

55, 63, 64, 68%

0.11 - 0.12 g O2/g test

mat.

O2 consumption

BOD5

BOD5 acc.

to Sea

Water

Dilution

Method and

Standard

Diltution

Method

not

specified

2 (reliable with

restrictions)

supporting study experimental study Oxygen conditions:

aerobic

Inoculum or test system:

other: not stated in

English section, but

according to Standard

Dilution Method

Duration of test (contact

time): 5 d

Initial conc.: 10 - 20

mg/L (Based on: test

publication (1981) 令和元年度WoE

21 REACH登録情

報

Oxalic acid 144-62-7 [14C]oxalic acid

was

anaerobically

degraded to

14CO2 and

traces of CH4 in

all sediment

types tested.

>= 90% (Sampling

time:

175 d)

test mat.

Analysis

no guideline

followed

not

specified

2 (reliable with

restrictions)

key study experimental study Oxygen conditions:

anaerobic

Inoculum or test system:

natural sediment

Duration of test (contact

time): ca. 6.5 h

Initial conc.: ca. 3.6

mg/L (Based on: test

Smith, R.L., Oremland,

R.S., Anaerobic oxalate

degradation: widespread

natural occurence in

aquatic systems, Applied

and Environmental

Microbiology, Vol. 46, No.

1, p. 106-113 (1983)

令和元年度WoE

22 REACH登録情

報

Oxalic acid 144-62-7 Oxalic acid is

easily

biodegradable in

soil, but

conditions

determine the

actual rate of

degradation.

ca. 70% (#1)

(Sampling time: 4 d)

CO2 evolution not

specified

2 (reliable with

restrictions)

key study experimental study Oxygen conditions:

aerobic

Soil properties: #1

loamy sand, #2 sandy

loam, #3 sandy loam,

#4 sandy clay

Duration of test (contact

time): ca. 30 d

Evans Jr, A, Biodegradation

of 14C-labeled low

molecular organic acids

using three biometer

methods, J. Geochem.

Explor. 65(1):17-25 (1998)

令和元年度WoE

20/27
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23 REACH登録情

報

Glyoxylate 298-12-4 Vapor-phase

glyoxylic acid

undergoes rapid

direct photolysis

in the ambient

atmosphere and

has a daytime

persistence that

is not expected

to exceed a few

2 (reliable with

restrictions)

other information other: Bibliographic peer reviewed data Details on test material:

Glyoxylic acid 50 %

Light source: sunlight

HSDB:

http://toxnet.nim.nih.gov

令和元年度WoE

24 REACH登録情

報

Glyoxylate 298-12-4 Interpretation of

results: readily

biodegradable

98% DOC removal OECD TG

301A

yes (incl.

certificate)

1 (reliable without

restriction)

key study experimental study Oxygen conditions:

aerobic

Inoculum or test system:

activated sludge,

domestic, non-adapted

Duration of test (contact

time): 14 d

Initial conc.: 30.4 mg/L

(DOC)

   

study report (2009) 令和元年度WoE

25 REACH登録情

報

Glyoxylate 298-12-4 Interpretation of

results: readily

biodegradable

ca. 99% (3d)

95.5% (7d)

98.1% (14d)

DOC removal IRCHA; Exp.

AFNOR

Norm T90

302

no 2 (reliable with

restrictions)

supporting study experimental study Oxygen conditions:

aerobic

Inoculum or test system:

other: according to

Norm T90 302

Duration of test (contact

time): 14 d

Initial conc.: 39.27 mg/L

(DOC)

study report (1985) 令和元年度WoE

26 REACH登録情

報

formic acid 64-18-6 Interpretation of

results: readily

biodegradable

99% (11d) DOC removal EU Method

C.4-B

no 2 (reliable with

restrictions)

key study experimental study Oxygen conditions:

aerobic

Inoculum or test system:

other: effluent from

laboratory wastewater

treatment plants fed

with municipal sewage

Duration of test (contact

time)  11 d

study report (1988) 令和元年度WoE

27 REACH登録情

報

formic acid 64-18-6 Interpretation of

results: readily

biodegradable

98% (14d) DOC removal EU Method

C.4-B

no 2 (reliable with

restrictions)

key study experimental study Oxygen conditions:

aerobic

Inoculum or test system:

other: effluent from

laboratory wastewater

treatment plants fed

with municipal sewage

Duration of test (contact

time)  14 d

study report (1988) 令和元年度WoE

28 REACH登録情

報

formic acid 64-18-6 Interpretation of

results: readily

biodegradable

100% O2 consumption OECD TG

301 C

no 2 (reliable with

restrictions)

key study experimental study Oxygen conditions:

aerobic

Inoculum or test system:

mixture of sewage, soil

and natural water

Duration of test (contact

time): 28 d

Initial conc.: 100 mg/L

(Based on  test mat )

publication (1993) 令和元年度WoE

29 REACH登録情

報

formic acid 64-18-6 Readily

biodegradable in

seawater

95% O2 consumption 2 (reliable with

restrictions)

key study experimental study Oxygen conditions:

aerobic

Inoculum or test system:

other: wastewater, seed

bacteria, and growth

factors

Duration of test (contact

time): 20 d

Price KS, Waggy GT, and

Conway RA, Brine shrimp

bioassay and seawater BOD

of petrochemicals, J. Water

Pollut. Contr. Fed. 46(1),

63-77 (1974)

令和元年度WoE

21/27
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情報源名
親化合物の

分解生成物
CAS RN 分解性 分解度 算出方法

さらなる

分解生成物
試験方法等 GLP reliability

情報源におけるキースタ

ディの該非
値の種類 値の種類の詳細 備考 文献

ページ番

号等
収集年度

1 REACH登録情

報

Formaldehyde 50-00-0 Conclusions:

The results of

the study

indicate that

formaldehyde is

rapidly

eliminated in

anaerobic

sludge.

Elimination is

predominantly

due to

degradation,

rather than

l ili i  

100% (4d) test mat.

Analysis

no guideline

followed

no 2 (reliable with

restrictions)

key study experimental study Oxygen conditions:

anaerobic

Inoculum or test system:

anaerobic sludge

Duration of test (contact

time): 11 d

Initial conc.: 1 360 mg/L

(Based on: test mat.)

Eiroa M, Vilar A, Kennes C,

Veiga MC, Formaldehyde

biodegradation in the

presence of methanol under

denitrifying conditions., J.

Chem. Technol. Biotechnol.

81, 312-317 (2006)

令和元年度WoE

2 REACH登録情

報

Formaldehyde 50-00-0 Interpretation of

results: readily

biodegradable

99% DOC removal OECD TG

301A

1 (reliable without

restriction)

key study experimental study Details on test material:

Purity:

39.8 % Formaldehyde

(CoA)

1.4 % Methanol (CoA)

0.025 % Formic acid

(CoA)

S li  i  28 d

study report (2011) 令和元年度WoE

3 REACH登録情

報

Formaldehyde 50-00-0 - 90% O2 consumption OECD TG

301D

2 (reliable with

restrictions)

supporting study experimental study Sampling time: 28 d Gerike P, Gode P, The

biodegradability and

inhibitory threshold

concentration of some

disinfectants.,

Chemosphere 21, 799-812

令和元年度WoE

4 REACH登録情

報

Formaldehyde 50-00-0 Interpretation of

results: readily

biodegradable

91%

97%

O2 consumption

TOC removal

OECD TG

301C

no 2 (reliable with

restrictions)

supporting study experimental study Sampling time: 2 wk National Institute of

Technology and Evaluation,

Japan, The Official Bulletin

of Economy, Trade and

Industry. (1989)

http://www.safe.nite.go.jp/

english/kizon/KIZON_start_

hazkizon.html (last

    

令和元年度WoE

5 REACH登録情

報

Formaldehyde 50-00-0 Conclusions:

The results of

the study

indicate that

formaldehyde is

eliminated in

biological

treatment plants

to a high extent.

Elimination is

predominantly

due to

degradation,

rather than

l ili i  

99.50% test mat.

Analysis

equivalent

or similar to

OECD 303 A

no 2 (reliable with

restrictions)

key study experimental study Sampling time: 160 d Eiroa M, Kennes C, Veiga

MC, Simultaneous

nitrification and

formaldehyde

biodegradation in an

activated sludge unit.,

Bioresource Technology 96,

1914-1918 (2005)

令和元年度WoE

6 REACH登録情

報

1-Tridecanol 112-70-9 Interpretation of

results: readily

biodegradable

100% test mat.

Analysis

ISO 11734 not

specified

2 (reliable with

restrictions)

key study experimental study Sampling time: 30 d T. Wind et. al.,

Biodegradation study of

test chemical.,

Ecotoxicology and

Environmental Safety

(2006)

Peter R. Fisk et. al.,

Biodegradation study of

test chemical.,

Ecotoxicology and

 

通し番号 189

PACS_Name 等 α-アルキル（C=12～15）-ω-ヒドロキシポリ（オキシエチレン）（数平均分子量が1,000未満のものに限る。）

CASRN 27306-79-2

CA_IN Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-tetradecyl-ω-hydroxy-
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7 REACH登録情

報

1-Tridecanol 112-70-9 Interpretation of

results: readily

biodegradable

88.4%

100%

BOD

GC

OECD TG

301 C

not

specified

2 (reliable with

restrictions)

supporting study experimental study Sampling time: 14 d National Institute of

Technology and

Evaluation., Biodegradation

in water: screening tests.,

Japan chemicals

collaborative knowledge

database (J-check), 2017

U.S. National Library of

Medicine, Biodegradation in

water: screening tests.,

HSDB (Hazardous

Substances Data Bank); US

national Library of Medicine

reviewed by SRC, 2017.

U.S. National Library of

Medicine, Biodegradation in

water: screening tests.,

PubChem database; US

national Library of Medicine

reviewed by SRC, 2017.

Finnish Environment

Institute, Biodegradation in

water: screening tests.,

Data bank of Environmental
8 REACH登録情

報

1-Tridecanol 112-70-9 Interpretation of

results: readily

biodegradable

50% test mat.

Analysis

Biodegradat

ion study

was

conducted

for

evaluating

the

percentage

biodegradab

ility of test

chemical.

2 (reliable with

restrictions)

supporting study experimental study Sampling time: 5.6 d U.S. National Library of

Medicine, Biodegradation in

water: screening tests.,

HSDB (Hazardous

Substances Data Bank); US

national Library of Medicine

reviewed by SRC, 2017.

9 REACH登録情

報

Acetic acid 64-19-7 Interpretation of

results: readily

biodegradable

96% biooxidation published

BOD

procedure -

"Standard

Methods for

the

Examination

of Waste

and

Wastewater

" 13th

Edition,

Amer. Pub.

Health

Assn., New

York (1971)

no 2 (reliable with

restrictions)

weight of evidence experimental study Oxygen conditions:

aerobic

Details on inoculum:

equal-volume mixture of

two biologically treated

petrochemical effluents,

settled domestic

wastewater, Kanawha

River water (receives

wate effluent from

numerous industrial and

domestic sources) and

soil.

Duration of test (contact

time): 20 d

Initial conc  3  7  10

Price, K.S., Waggy, G.T.

And Conway, R.A., Brine

shrimp bioassays and

seawater BOD of

petrochemicals, J. Water

pollut. Contr. Fed. Vol 46

PP 46-77 (1974)

令和元年度WoE

10 REACH登録情

報

Acetic acid 64-19-7 Interpretation of

results: readily

biodegradable

- DOC removal 2 (reliable with

restrictions)

weight of evidence experimental study Oxygen conditions:

anaerobic

Inoculum or test system:

synthetic sewage.

Details on inoculum:

Concentration of

seedimg bacteria =

100mg-C/l

Duration of test (contact

time): 4 wk

Initial conc  30 mg-C/l

Kameya, T,. Murayama, T.,

Urano, K. And Kitano, M.,

Biodegradation ranks of

priority organic compounds

under anaerobic conditions,

Sci. Total Env.170, 43-51

(1995)

令和元年度WoE

11 REACH登録情

報

Acetic acid 64-19-7 Conclusions:

Acetic acid

reached 40.2%

of its theoretical

oxygen demand

in 24h.

30% (6h)

34.9% (12h)

40.2% (24h)

theoretical

oxygen demand

The

Warburg

technique

was used to

investigate

the ability

of activated

sludges

from

wastewater

treatment

plants. Full

methods in

a preceding

paper

no 2 (reliable with

restrictions)

weight of evidence experimental study Oxygen conditions:

aerobic

Inoculum or test system:

activated sludge,

domestic (adaptation not

specified)

Details on inoculum:

activated sludge from

three municipal waste

treatment plants

Duration of test (contact

time): 24 h

Details on study design:

Warburg respirometer

technique

Malaney, G.W. And

Gerhold, R.M., Structural

determinants in the

oxidation of aliphatic

compounds by activated

sludge, J. Water Pollut.

Control Fed. Vol 41 No 2 Pt

2 (1969)

令和元年度WoE
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12 REACH登録情

報

Acetic acid 64-19-7 In soil, acetic

acid is

metabolised fast

within 2 days.

Non-

standard.

no 2 (reliable with

restrictions)

key study experimental study Oxygen conditions:

aerobic

Soil properties: #1

loamy sand, #2 clay

loam

Duration of test (contact

time): 120 d

Experimental conditions:

Temp.: 20C, Humidity:

Nowak, G. , Nowak, J.,

Turnover of 14C-labelled

oat residues and smaller

molecular organic

compounds in two soils

under different levels of

mineral nutrition., Plant and

soil 122: 67-77 (1990)

令和元年度WoE

13 REACH登録情

報

Oxalic acid 144-62-7 Interpretation of

results: readily

biodegradable

89% O2 consumption equivalent

or similar to

EU Method

C.5

(Degradatio

n:

Biochemical

Oxygen

Demand)

no 2 (reliable with

restrictions)

key study experimental study Duration of test (contact

time): 20 d

Young RHF, Ryckman DW,

Buzzel Jr JC, An improved

tool for measuring

biodegradability, J Water

Pollut Contr Fed 40: R354-

R368 (1968)

令和元年度WoE

14 REACH登録情

報

Oxalic acid 144-62-7 Interpretation of

results: readily

biodegradable

78-94% O2 consumption equivalent

or similar to

Standard

dilution

method,

0.1%

sewage

no 2 (reliable with

restrictions)

supporting study experimental study Oxygen conditions:

aerobic

Inoculum or test system:

sewage, domestic, non-

adapted

Details on inoculum:

0.1% of sewage

Duration of test (contact

time)  5 d

Gaffney, PE, Heukelekian H,

Oxygen demand

measurement errors in

pure organic compounds -

nitrification studies, Sew.

Indust. Wastes (1958)

令和元年度WoE

15 REACH登録情

報

Oxalic acid 144-62-7 Interpretation of

results: readily

biodegradable

54, 92, 95% BOD5*100/COD Standard

Methods for

the

examination

of water

and

wastewater,

15th ed.

APHA,

AWWA &

WPCF, NY,

1980

not

specified

2 (reliable with

restrictions)

supporting study experimental study Oxygen conditions:

aerobic

Inoculum or test system:

sewage, domestic, non-

adapted

Duration of test (contact

time): 5 d

Initial conc.: 2 g/L

(Based on: test mat.)

Deshkar AM, Srinivasan MV,

Ratnaparkhi DY, Jadhao ST,

Deshpande SY, Kshirsagar

SR, Thergaonkar VP, BOD

of chemicals: Reaction

Kinetics,

Indian J. Environ. Hlth

27(4): 330-344 (1985)

令和元年度WoE

16 REACH登録情

報

Oxalic acid 144-62-7 Interpretation of

results: readily

biodegradable

55, 63, 64, 68%

0.11 - 0.12 g O2/g test

mat.

O2 consumption

BOD5

BOD5 acc.

to Sea

Water

Dilution

Method and

Standard

Diltution

Method

not

specified

2 (reliable with

restrictions)

supporting study experimental study Oxygen conditions:

aerobic

Inoculum or test system:

other: not stated in

English section, but

according to Standard

Dilution Method

Duration of test (contact

time): 5 d

Initial conc.: 10 - 20

mg/L (Based on: test

publication (1981) 令和元年度WoE

17 REACH登録情

報

Oxalic acid 144-62-7 [14C]oxalic acid

was

anaerobically

degraded to

14CO2 and

traces of CH4 in

all sediment

types tested.

>= 90% (Sampling

time:

175 d)

test mat.

Analysis

no guideline

followed

not

specified

2 (reliable with

restrictions)

key study experimental study Oxygen conditions:

anaerobic

Inoculum or test system:

natural sediment

Duration of test (contact

time): ca. 6.5 h

Initial conc.: ca. 3.6

mg/L (Based on: test

Smith, R.L., Oremland,

R.S., Anaerobic oxalate

degradation: widespread

natural occurence in

aquatic systems, Applied

and Environmental

Microbiology, Vol. 46, No.

1, p. 106-113 (1983)

令和元年度WoE

18 REACH登録情

報

Oxalic acid 144-62-7 Oxalic acid is

easily

biodegradable in

soil, but

conditions

determine the

actual rate of

degradation

ca. 70% (#1)

(Sampling time: 4 d)

CO2 evolution not

specified

2 (reliable with

restrictions)

key study experimental study Oxygen conditions:

aerobic

Soil properties: #1

loamy sand, #2 sandy

loam, #3 sandy loam,

#4 sandy clay

Duration of test (contact

time)  ca  30 d

Evans Jr, A, Biodegradation

of 14C-labeled low

molecular organic acids

using three biometer

methods, J. Geochem.

Explor. 65(1):17-25 (1998)

令和元年度WoE

19 REACH登録情

報

Glyoxylate 298-12-4 Vapor-phase

glyoxylic acid

undergoes rapid

direct photolysis

in the ambient

atmosphere and

has a daytime

persistence that

is not expected

to exceed a few

2 (reliable with

restrictions)

other information other: Bibliographic peer reviewed data Details on test material:

Glyoxylic acid 50 %

Light source: sunlight

HSDB:

http://toxnet.nim.nih.gov

令和元年度WoE
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20 REACH登録情

報

Glyoxylate 298-12-4 Interpretation of

results: readily

biodegradable

98% DOC removal OECD TG

301A

yes (incl.

certificate)

1 (reliable without

restriction)

key study experimental study Oxygen conditions:

aerobic

Inoculum or test system:

activated sludge,

domestic, non-adapted

Duration of test (contact

time): 14 d

Initial conc.: 30.4 mg/L

(DOC)

   

study report (2009) 令和元年度WoE

21 REACH登録情

報

Glyoxylate 298-12-4 Interpretation of

results: readily

biodegradable

ca. 99% (3d)

95.5% (7d)

98.1% (14d)

DOC removal IRCHA; Exp.

AFNOR

Norm T90

302

no 2 (reliable with

restrictions)

supporting study experimental study Oxygen conditions:

aerobic

Inoculum or test system:

other: according to

Norm T90 302

Duration of test (contact

time): 14 d

Initial conc.: 39.27 mg/L

(DOC)

study report (1985) 令和元年度WoE

22 REACH登録情

報

Glycolic acid 79-14-1 Conclusions:

Glycolic acid is

stable to

hydrolysis at pH

4, 7 and 9 with a

half life of

greater than 1

year at a

temperature of

113% (pH 4)

94% (pH 7)

114% (pH 9)

Total recovery of

test substance

(in %)

OECD TG

111

1 (reliable without

restriction)

key study experimental study Duration: 5 d

pH: 4, 7, 9

Temp.: 50 °C

Initial conc. measured:

78.9 - 104.3, 77.6 -

96.9, 87.8 - 120.4 mg/L

study report (2002) 令和元年度WoE

23 REACH登録情

報

Glycolic acid 79-14-1 Conclusions:

Photolysis of

glycolic acid is

not considered

to be a

significant

environmental

pathway.

2 (reliable with

restrictions)

supporting study experimental study Light source: medium

pressure mercury lamp

was used as a surrogate

for natural light.

Duration of test at given

test condition

Duration: 90 min

Temp.: 25 °C

publication (1990) 令和元年度WoE

24 REACH登録情

報

Glycolic acid 79-14-1 Interpretation of

results: readily

biodegradable

78% CO2 evolution OECD TG

301 B

no 2 (reliable with

restrictions)

key study experimental study study report (2000) 令和元年度WoE

25 REACH登録情

報

Glycolic acid 79-14-1 Interpretation of

results: readily

biodegradable

89.6% (7d) TOD OECD TG

301 D

no 2 (reliable with

restrictions)

supporting study experimental study study report (1994) 令和元年度WoE

26 REACH登録情

報

Glycolic acid 79-14-1 Conclusions:

The study

qualitatively

demonstrates

that marine

heterotrophic

bacteria can

metabolise

glycolic acid and

use it as a

source of

energy. This

indicates that

glycolic acid will

not persist in

 

66 - 90% radiochem.

meas.

2 (reliable with

restrictions)

supporting study experimental study Wright RT, Shah NM, The

Trophic Role of Glycolic Acid

in Coastal Seawater. I.

Heterotrophic Metabolism

in Seawater and Bacterial

Cultures, Marine Biology

33, 175-183 (1975)

令和元年度WoE

27 REACH登録情

報

Glycolic acid 79-14-1 Conclusions:

Biodegradation

after 28 days

under the stated

test conditions

was 96%.

96% (Sampling time:

28 d)

Theoretical O2

Demand or

measured COD

OECD TG

306

not

specified

2 (reliable with

restrictions)

supporting study experimental study Oxygen conditions:

aerobic

Inoculum or test system:

other: Sea Water

Duration of test (contact

time): 43 d

Initial conc.: 4.08 mg/L

study report (1998) 令和元年度WoE
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情報源名
親化合物の

分解生成物
CAS RN 分解性 分解度 算出方法

さらなる

分解生成物
試験方法等 GLP reliability

情報源におけるキースタ

ディの該非
値の種類 値の種類の詳細 備考 文献

ページ番

号等
収集年度

1 REACH登録情

報

Acetic acid 64-19-7 Interpretation of

results: readily

biodegradable

96% biooxidation published

BOD

procedure -

"Standard

Methods for

the

Examination

of Waste

and

Wastewater

" 13th

Edition,

Amer. Pub.

Health

Assn., New

 

no 2 (reliable with

restrictions)

weight of evidence experimental study Oxygen conditions:

aerobic

Details on inoculum:

equal-volume mixture of

two biologically treated

petrochemical effluents,

settled domestic

wastewater, Kanawha

River water (receives

wate effluent from

numerous industrial and

domestic sources) and

soil.

Duration of test (contact

time): 20 d

    

Price, K.S., Waggy, G.T.

And Conway, R.A., Brine

shrimp bioassays and

seawater BOD of

petrochemicals, J. Water

pollut. Contr. Fed. Vol 46

PP 46-77 (1974)

令和元年度WoE

2 REACH登録情

報

Acetic acid 64-19-7 Interpretation of

results: readily

biodegradable

- DOC removal 2 (reliable with

restrictions)

weight of evidence experimental study Oxygen conditions:

anaerobic

Inoculum or test system:

synthetic sewage.

Details on inoculum:

Concentration of

seedimg bacteria =

100mg-C/l

Duration of test (contact

time): 4 wk

Initial conc.: 30 mg-C/l

Kameya, T,. Murayama, T.,

Urano, K. And Kitano, M.,

Biodegradation ranks of

priority organic compounds

under anaerobic conditions,

Sci. Total Env.170, 43-51

(1995)

令和元年度WoE

3 REACH登録情

報

Acetic acid 64-19-7 Conclusions:

Acetic acid

reached 40.2%

of its theoretical

oxygen demand

in 24h.

30% (6h)

34.9% (12h)

40.2% (24h)

theoretical

oxygen demand

The

Warburg

technique

was used to

investigate

the ability

of activated

sludges

from

wastewater

treatment

plants. Full

methods in

a preceding

paper.

no 2 (reliable with

restrictions)

weight of evidence experimental study Oxygen conditions:

aerobic

Inoculum or test system:

activated sludge,

domestic (adaptation not

specified)

Details on inoculum:

activated sludge from

three municipal waste

treatment plants

Duration of test (contact

time): 24 h

Details on study design:

Warburg respirometer

technique

Malaney, G.W. And

Gerhold, R.M., Structural

determinants in the

oxidation of aliphatic

compounds by activated

sludge, J. Water Pollut.

Control Fed. Vol 41 No 2 Pt

2 (1969)

令和元年度WoE

4 REACH登録情

報

Acetic acid 64-19-7 In soil, acetic

acid is

metabolised fast

within 2 days.

Non-

standard.

no 2 (reliable with

restrictions)

key study experimental study Oxygen conditions:

aerobic

Soil properties: #1

loamy sand, #2 clay

loam

Duration of test (contact

time): 120 d

Experimental conditions:

Temp.: 20C, Humidity:

6

Nowak, G. , Nowak, J.,

Turnover of 14C-labelled

oat residues and smaller

molecular organic

compounds in two soils

under different levels of

mineral nutrition., Plant and

soil 122: 67-77 (1990)

令和元年度WoE

5 REACH登録情

報

Acetaldehyde 75-07-0 Interpretation of

results: readily

biodegradable

80% BOD OECD TG

301C

not

specified

2 (reliable with

restrictions)

key study experimental study Duration of test (contact

time): 14 d

publication (1992) 令和元年度WoE

6 REACH登録情

報

Acetaldehyde 75-07-0 Interpretation of

results: readily

biodegradable

80%

93%

100%

BOD

TOC removal

GC

OECD TG

301C

not

specified

2 (reliable with

restrictions)

key study experimental study Duration of test (contact

time): 14 d

publication (1980) 令和元年度WoE

CA_IN Phosphonic acid, P,P'-(1-hydroxyethylidene)bis-

通し番号 217 (123)

PACS_Name 等 （1-ヒドロキシエタン-1,1-ジイル）ジホスホン酸

CASRN 2809-21-4
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7 REACH登録情

報

Ethanol 64-17-5 Interpretation of

results: readily

biodegradable

ca. 84% O2 consumption Test carried

out to the

guideline:

BOD

(Standard

methods for

the

examination

of water

and waste

water 1971.

13th ed,

American

Public

Health

Assoc, NY.

Test based

on

measuring

dissolved

not

specified

2 (reliable with

restrictions)

key study experimental study Sampling time: 20 d Price KS, Waggy GT,

Conway RA, Brine Shrimp

bioassay and seawater BOD

of petrochemicals, JWPCF

46(1), p63-77 (1974)

令和元年度WoE

8 REACH登録情

報

Ethanol 64-17-5 Interpretation of

results: readily

biodegradable

ca. 75% O2 consumption Test carried

out to the

guideline:

BOD

(Standard

methods for

the

examination

of water

and waste

water 1971.

13th ed,

American

Public

Health

Assoc, NY.

Test based

on

measuring

dissolved

not

specified

2 (reliable with

restrictions)

supporting study experimental study Sampling time: 20 d Price KS, Waggy GT,

Conway RA, Brine Shrimp

bioassay and seawater BOD

of petrochemicals, JWPCF

46(1), p63-77 (1974)

令和元年度WoE

9 REACH登録情

報

Ethanol 64-17-5 Interpretation of

results: readily

biodegradable

91% Study to

determine

the ability

of the

compounds

to be

completely

biodegraded

to methane

using

bacteria

derived

from aquifer

slurries.

not

specified

2 (reliable with

restrictions)

supporting study experimental study The acclimation period

was 25-30 days before

degradation started.

Eventual time for

degradation not

specified.

Suflita, J. and Mormile, M.,

Anaerobic

biodegradation|of known

and potential gasoline

oxygenates in the

terrestrial subsurface.,

Environ. Sci. Technol.

27:976-978. (1993)

令和元年度WoE

10 REACH登録情

報

Ethanol 64-17-5 Interpretation of

results: readily

biodegradable

97% CO2 evolution OECD TG

301B

not

specified

2 (reliable with

restrictions)

supporting study experimental study Sampling time: 28 d Birch, R.R., Fletcher, R.J.,

The application of dissolved

inorganic carbon

measurements to the study

of aerobic biodegradability.,

Chemosphere 23(7):855-

872. (1991)

令和元年度WoE

11 REACH登録情

報

Ethanol 64-17-5 Interpretation of

results:

inherently

biodegradable

37% O2 consumption Test

substance

exposed to

activated

sludge from

a number of

different

sources in a

Warburg

respiromete

r and

oxygen

uptake used

as a

measure of

oxidation of

not

specified

2 (reliable with

restrictions)

supporting study experimental study Sampling time: 24 h Gerhold, R. and Malaney,

G., Structural determinants

in the oxidation of aliphatic
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ECHA (2017) におけるWoE手順（ECHA（2017）
Figure 1を一部改変）
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（EU TGD Table 8）標準化生分解性試験結果に基
づく土壌中の分解半減期

（EU TGD Table 31） 異なるタイプの生分解性
データによるPの割り当て

残留性評価のための統合的な評価及び試験戦略
（ECHA (2017)のFigure R.11-3:を一部改変）

用語集

OECD (2019) によるWoEの5つの原則

化学物質評価のためのWoEの主要な要素（OECD
(2019) の図を一部改変）

ECHA (2017a) におけるWoE手順

完全あるいは部分的にWoEアプローチを考慮して
いる方法あるいはフレームワーク（ECHA (2017a)
のTable1から抜粋）
WoEアプローチと類似の原則に従う、あるいは補
完しているように見える方法（ECHA (2017a)の
Table2から抜粋）

（図表I-27）
生分解性の試験データから生分解半減期（表層
水、土壌、底質）への変換

（EPA表I） WWTモデル入力データに用いる半減
期

（EPA表II） EQCモデル入力データに用いる半減
期

（EU TGD Table 7）生分解性のスクリーニング試
験結果に基づいた表層水における1次速度定数及
び生分解半減期

（R.11-4） P及びvPのスクリーニング情報

（R.11-5） REACH規則の付属書XIIIに基づく残
留性（P / vP）基準及び関連するシミュレーショ
ン試験
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1-ブロモプロパンの環境放出のための概念的モデ
ル：潜在的暴露及び有害性（EPA, 2017のFigure
2-4より抜粋）

1-ブロモプロパンの環境運命に関する解析計画
（EPA（2017）の内容を一部改変）

1-BPにおける文献検索戦略の例（EPA（2017））

（1-BP）の文献スクリーニングにおける環境運命
に係る包含/除外基準（EPA（2017）Table_Apx E-
1.を抜粋）

分類表示に関する分解性データの適正を判断する
ためのITS（ECHA（2017）Figure R.7.9-4を抜
粋）

水生生物濃縮性のITS（OECD（2017）Figure
R.7.10-1を一部改変）

TSCAのリスク評価におけるシステマティック・レ
ビューの工程

TSCAの「最初の10物質」のリスク評価におけるシ
ステマティック・レビュー適用のためのロード
マップ（EPA, 2018aのFigure 1-1より）

P及びvPのスクリーニング情報

REACH規則の付属書XIIIに基づく残留性（P /
vP）基準及び関連するシミュレーション試験

B評価のための統合的な評価及び試験戦略（ECHA
(2017) のFigure R.11-4を一部改変）

分解性評価のためのWoEのスキーム（ECHA
（2017）Figure R.7.9-2及びFigure R.7.9-3を一
部改変）

分解性に関するITS（ECHA（2017）Figure R.7.9-
3を一部改変）

TSCAのリスク評価におけるシステマティック・レ
ビュー工程をサポートする計画、実行及び評価活
動（EPA（2018））
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環境運命における評価指標1（被験物質の識別）
における信頼度付与の考え方（EPA（2018）Table
C-4.一部改変）

全体の品質レベルの定義及び対応する品質スコア
（EPA（2018）Table A-1.を抜粋）

環境運命データの種類 （EPA（2018）のTable
C-1を一部改変）

環境運命データのデータ評領域と定義（EPA
（2018）のTable C-2を一部改変）

Overallスコア算出の方法（EPA（2018）のTable
C-5から抜粋）

環境データの評価領域、評価指標、重み係数及び
指標スコア範囲（EPA（2018）のTable C-3を一部
改変）

信頼度（レベル）スコア付けの根拠となる考え方
（EPA（2018）のTable C-4を一部改変）

科学的リスク評価におけるWoEの図（Canada
（2019）のAnnex Iから抜粋）

WoEアプローチの透明性のある文書化のための
チェックリスト（Health Canada（2018）のAnnex
3の抜粋）

 EFSAにおけるWoE評価の位置付け（EFSA（2017）
のFigure 1から抜粋）

 EFSAにおけるWoE評価の流れ（EFSA（2017）の
Figure 2から抜粋）

評価指標に対する信頼度レベル及び信頼度レベル
スコア（EPA（2018））
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