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１．オクタメチルシクロテトラシロキサン、デカメチルシクロペンタシロキサン及び

ドデカメチルシクロヘキサシロキサンの審議について 

２．その他 

 

 

○経産省  それでは、時間がまいりましたので、ただいまから平成29年度第８回薬事・

食品衛生審議会薬事分科会化学物質安全対策部会化学物質調査会、化学物質審議会第173

回審査部会、第180回中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会を開催したいと

思います。 

 本日は、いずれの審議会も開催に必要な定足数を満たしており、それぞれの審議会は成

立していることをご報告いたします。 

 また、各審議会から本日の会合への具体的伝達手続は、それぞれの省により異なります

が、化審法第56条に基づく新規化学物質の判定に関する諮問等が大臣よりなされている審

議会もございますので、よろしくお願いいたします。 

○厚労省  続きまして、本合同審議会を開始する前に、厚生労働省事務局より所属委員

の薬事分科会規程第11条への適合状況の確認結果について報告させていただきます。 

 薬事分科会規程第11条におきまして、委員、臨時委員または専門委員は、在任中、薬事

に関する企業の役員、職員または当該企業から定期的に報酬を得る顧問等に就任した場合

には辞任しなければならないと規定しております。今回、全ての委員の皆様により同規程

第11条に適合している旨ご申告いただいておりますので、報告させていただきます。 

 委員の皆様には、会議開催の都度、書面でご提出いただいており、ご負担をおかけして

おりますが、引き続きご理解、ご協力賜りますよう、何とぞよろしくお願いを申し上げま

す。 

 厚労省からは以上です。 

○経産省  それでは、お手元の資料の確認を行いたいと思います。 

 第一部の資料につきましては、全てタブレット端末のほうに保存しております。資料番

号01としまして議事次第、02、資料１として審議審査シート、03、参考１、委員名簿、04

から09まで、参考２から参考７に当たりますけれども、こちらがＤ４からＤ６の分解度試

験と濃縮度試験の既存点検結果、資料番号10、参考８として判定基準がございます。もし

端末の操作方法等、ご不明な点がございましたら、事務局のほうまでお申しつけください。 
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 本日の全体の議事進行につきましては、化学物質審議会審査部会の林部会長にお願いし

たいと思います。林部会長、どうぞよろしくお願いいたします。 

○林部会長  どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、早速ですが、議事次第に従いまして議事を始めたいと思います。 

 まず、事務局から説明をお願いいたします。 

○経産省  資料１になりますが、今回ご審議いただく３物質に関しましては、化審法の

一般化学物質に当たります。このたび分解性、蓄積性の試験等を行いましたので、人健康

影響及び生態影響で得られている知見とあわせましてご審議いただき、第一種特定化学物

質または監視化学物質相当なのかどうかのご判定をお願いしたいと思っております。 

 なお、水暴露法の試験から時間がたっておりますが、濃縮性につきましては水暴露法の

試験の後、餌料投与法の試験成績の取り扱いについても検討を行っていたため、本日の審

議になっております。 

 また、工業会のほうから東京湾のモニタリングデータ等の提供もいただいたところでは

ございますが、今回の水暴露法の結果を否定できるほどの十分な採取方法等ではなかった

ということをあわせてご報告させていただきます。 

 では、まず、Ｄ４のほうからご説明をさせていただきます。 

○経産省  それでは、資料１の１ページをごらんください。 

 Ｄ４の、まず分解性ですけれども、301Ｃの分解度試験が実施されております。揮発性

を有するため、若干ソーダライムのほうに移行が確認されておりますけれども、特に変化

物の生成や生分解等は認められておりませんので、難分解性という事務局案としておりま

す。 

 蓄積性については２ページをごらんください。 

 ３ページと４ページまで蓄積性の記載がございまして、№１と№２の濃縮度試験が既存

点検結果になります。こちらのＢＣＦｓｓでは、3,000倍から4,000倍程度の値となってお

ります。 

 一方、３ページ目の№３、№４、№５につきましては、シリコーン工業会のほうからい

ただいた試験成績のほうを記載しております。こちらの結果といたしましては、ＢＣＦｓ

ｓが１万倍程度の値となっております。 

 これら２つの試験で差が出ておりますけれども、№１と№２のほうでは魚の成長が大き

くなっておりますので、こういった差が出たというふうに考えられます。 
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 また、参考ですけれども、４ページ目のほうに餌料投与法の結果がございますので、参

考として記載をしております。 

 以上、これらの試験成績を踏まえまして、総合的には5,000倍を超えると考えられます

ので、事務局案の判定案としては高濃縮性としております。 

 以上です。 

○厚労省  続きまして、人健康影響に関する情報についてご説明させていただきます。 

 本物質については複数の試験が実施されておりますけれども、キーとなる試験を中心に

ご説明させていただきたいと思います。 

 まず、審査シートの８ページをごらんください。 

 ２世代繁殖試験の結果がシリコーン工業会から提出されておりまして、その結果を審査

シートにまとめております。８ページの一番上からになっております。 

 ラットを用いた吸入暴露の試験で、０、70、300、500、700ppmの用量で実施されており

まして、試験で認められた毒性等につきましては審査シートにまとめているとおりでござ

います。 

 続きまして、変異原性については、Ａｍｅｓ試験、染色体異常試験等の試験成績が同じ

く工業会から提出されておりますけれども、いずれの試験についても陰性の結果が得られ

ているという状況です。 

 続きまして、９ページ中ごろに、がん原性についての項目を記載しておりますけれども、

ラットを用いた２年間の反復投与毒性試験の結果がこちらも提出されております。吸入暴

露の試験で０、10、30、150、700ppmの用量で実施されております。単核細胞性白血病が

最高用量の700ppmの雄で認められておりますけれども、単核急性白血病はＦ344ラットに

特有の病変であることが知られているものです。その他、組織学的検査で腎臓と子宮で変

化が認められておりますけれども、いずれも最高用量の700ppmで認められたものでござい

ました。 

 ＮＯＡＥＬにつきましては、参考として、欧州のＳＣＣＳ（Scientific Committee on 

Consumer Safety）の評価書で算出されている値について９ページの下部に記載しており

ます。吸入暴露による吸収を５％とみなして──これは化審法での通常の計算よりも厳し

い値を用いておりますけれども、このとき２年間の反復投与毒性試験の結果から求められ

ているＮＯＡＥＬ150ppmは、㎎/㎏換算で17.8㎎となってございます。 

 現時点で収集された情報からは、第一種特定化学物質に相当する重篤な長期毒性を有す
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るとは考えられないことから、一番最初の１ページ目に戻っていただきますけれども、本

物質について、事務局案として、第一種特定化学物質相当でないとさせていただいており

ます。 

 以上でございます。 

○林部会長  ご説明ありがとうございました。 

 これは、いつものとおりやらせていただくとなると、まず構造の面からということにな

るんですけれども…… 

○環境省  済みません、生態影響に関してのご説明をさせていただきます。 

 続きまして、生態影響に関してご説明をさせていただきます。 

 11ページをごらんください。 

 こちら、生態影響の観点では、高次捕食動物の試験としまして、鳥類の繁殖に及ぼす影

響とほ乳類の生殖能及び後世代に及ぼす影響という２点についてみております。 

 まず、鳥類に関しましては十分なデータがないということになっております。 

 続きまして、ほ乳類の生殖能及び後世代に及ぼす影響としましては、シリコーン工業会

が取得した試験成績としまして、ラット吸入２世代生殖毒性試験が行われておりまして、

こちら試験濃度０、70、300、500、700ppmで行われておりまして、500ppm以上で影響がみ

られているということになりますので、ＮＯＡＥＬとしては300ppmということになります。 

 判定案としましては、１ページ目にお戻りいただきまして、鳥類に関する試験に関して

データが得られていないということですので、十分なデータがないため判定できないとい

うことにしております。 

 以上です。 

○林部会長  どうも失礼しました。 

 それでは、まず、構造の面からコメントをいただけますか。特にないですか。 

○石田委員  構造の面からは特にありません。 

○林部会長  ありがとうございます。 

 それでは、分解性についてコメントをお願いします。 

○金原委員  分解性に関しましても特にコメントはございません。 

○林部会長  事務局案どおりでいいというふうに理解しますが、それでよろしいですね。 

 では、蓄積性に関してはいかがでしょうか。 

○大嶋委員  蓄積性も、試験を４回ほど行っておりまして、結論に問題ないと思います。 
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○林部会長  ありがとうございます。蓄積性に関しましても事務局案どおりでいいとい

うことだと思います。 

 変異原のほうはいかがでしょうか。 

○本間委員  変異原性に関しましては、Ａｍｅｓ試験、染色体異常試験に加えて、姉妹

染色分体交換試験、あとほ乳類の骨髄のin vivoの染色体異常試験及び優性致死試験が行

われていますが、全て陰性の結果が出ていますので、変異原性はないと考えてよろしいか

と思います。 

○林部会長  ありがとうございます。 

 では、続きまして、反復投与毒性試験のコメントをお願いします。 

○広瀬委員  反復投与毒性試験につきましても、キーとなる毒性がたくさん記載されて

いますけれども、主にキーとなる試験は２世代の試験とがん原性の試験かというふうに思

います。２世代の試験については、次世代への影響、親の700、最高用量の吸入でしか認

められていないということで、がん原性についても、Ｆ344、特異的な白血病はあります

が、これを考慮に入れてもＮＯＡＥＬとして設定できますので、150ppmをＮＯＡＥＬとし

た根拠として、さらにＳＣＣＳでは吸収率を５％と見込んでいます。通常、化審法におけ

るスクリーニング評価や二特の評価とかですと100％の吸収率で計算するので、そういう

意味ではSCCSでは厳し目の評価が行っていていることを考慮して数十㎎/㎏というＮＯＡ

ＥＬになりますので、それほど重篤な影響ではないということで、人健康の観点からは一

特に相当するほどの毒性影響の強さではないというふうに思います。 

○林部会長  どうもありがとうございました。 

 それでは、全体を通してさらにコメントはございますでしょうか。──ごめんなさい、

また忘れました。生態について、コメントをお願いします。 

○青木委員  私がどうも健康のところをやるのはいささなんですが、お役目として、少

し勉強させていただきまして、まず、鳥類に関しては十分なデータがないということで、

これはほかにいうことはございません。 

 ほ乳類の生殖試験に関しては、先ほど広瀬先生のほうからコメントがあったのと同列の

ことでございますけれども、試験自体は問題ございませんし、なるほどこのような値が出

ているということに関しては妥当なところだなというふうに思っております。 

○林部会長  ありがとうございました。失礼しました。 

 それでは、全体を通して何かコメントはございますか。どうぞ。 
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○広瀬委員  コメントというか、質問というかなんですけれども、高濃縮性ということ

なんですけれども、ちょっと環境中の動態は私はちょっと専門ではないのですけれども、

動物の試験をやった結果では、代謝等をみると、ほ乳類では体内で割と分解されるか、あ

るいは呼気から排出され、長期間での生体内での濃縮性というか、蓄積性はないと考えら

れるんですよ。なので、一特として評価するのが、この物質についてふさわしいのかどう

かについては、ちょっと疑問があります。今回でなくてもいいんですけれども、そのうち

ＢＣＦについて、特にＰＯＰｓの評価では化審法とは違って割とＢＣＦよりもＢＡＦを優

先的に評価したりするという話も聞くので、何か一特判定のための蓄積性の基準の辺を少

し検討されてはいかがかとちょっと思いました。 

○林部会長  事務局、何かその辺の情報というか、お考え方でもいいんですけれども、

ありますでしょうか。 

○経産省  ４ページ目に、今回、餌料投与法でＢＭＦの値を参考として載せさせていた

だいておりますけれども、このＢＭＦの0.5という値自身が水暴露法での高濃縮という結

果を否定できるような値ではないと考えているところです。ただ、こういった水に溶けに

くいものの濃縮性については、事務局としましても引き続き知見を収集していきたいと思

っているところです。 

○林部会長  あと、蓄積性の担当の先生方で何か追加のコメントはありますでしょうか。 

○大嶋委員  Ｄ４、Ｄ５、Ｄ６とあるんですが、幾つか環境中の研究が少しあるんです

けれども、Ｄ４に関しては３つぐらい環境中での論文があるんですが、はっきりと高蓄積

性でないというふうな結論をいうまでに、限定的な、例えば東京湾の調査とか、そういう

ふうに限られておりますので、ノルウェーでは動物プランクトンからやった例があるので

すが、このときはＤ５はあるというふうになっていますし、まだはっきりとかたまってい

ないので、私は野生のほうの蓄積のほうが専門ではないのですけれども、私がみた感じで

はそういうふうであります。ですから、少なくとも室内実験といいますか、そういうふう

な値からみた限りは、やはり高濃縮性というところかなと私は判断します。そして、それ

を否定するデータが今後出てくれば、またそういうふうなことを判断していいのではない

かとは思います。 

○林部会長  ありがとうございます。化審法のスキームからすれば、これは高濃縮性と

判断するのが正しいというふうに受け取ってよろしいですね。 

 あと、広瀬委員がおっしゃったような、実際にほ乳類、ヒト等での蓄積性というような
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ものも将来的には一つの重要な点になるかと思いますけれども、それは宿題ということに

させていただきたいと思います。 

 それでは、判定案ですけれども、１ページ冒頭にあるこの事務局案どおりでよろしゅう

ございますでしょうか。──特に反対のご意見がないようですので、事務局案どおりの判

定とさせていただきます。ありがとうございました。 

 では、引き続きまして、次、お願いいたします。 

○経産省  それでは、Ｄ５についてご説明をさせていただきます。審査シートは12ペー

ジをごらんください。 

 まず、分解性ですけれども、301Ｃの分解度試験を実施しておりまして、先ほどのＤ４

と同じような傾向がみられております。結果といたしまして、難分解性としております。 

 ページをおめくりいただきまして、次のページ、13ページでございますが、蓄積性につ

いては、濃縮度試験の既存点検結果がございまして、ＢＣＦｓｓが１万2,000倍となって

おりますので、高濃縮性としております。 

 以上です。 

○厚労省  続きまして、人健康影響についてです。本物質についても先ほどのＤ４と同

様にキーとなる試験を中心にご説明させていただきます。 

 まず、15ページをごらんください。 

 ページ中ほど、生殖発生毒性試験の２世代試験の結果が報告されておりまして、結果を

まとめてございます。ラットを用いた吸入暴露の試験で０、30、70、160ppmでの用量で実

施されておりまして、試験でみられた毒性等についてまとめてございます。 

 続きまして、その下、変異原性についてですけれども、復帰突然変異試験、染色体異常

試験、小核試験等の試験成績が提出されておりますが、いずれの試験も陰性の結果が得ら

れております。 

 16ページの下方の部分、がん原性についての項目に記載しておりますけれども、ラット

を用いた２年間の反復投与毒性試験の結果が提出されてございます。吸入暴露の試験で０、

10、40、160ppmの用量で実施されておりまして、雌の最高用量で子宮内膜腺がんが認めら

れております。その他、組織学的所見として160ppmにおいて変化が認められております。 

 先ほどのＤ４と同様に、本物質についても現時点で収集された情報からは第一種特定化

学物質に相当する重篤な中期毒性を有するとは考えられないことから、事務局案としては

第一種特定化学物質相当でないとしてございます。 
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 以上です。 

○環境省  続きまして、生態影響についてご説明させていただきます。 

 19ページをごらんください。 

 こちら、まず、鳥類の繁殖に及ぼす影響として、シリコーン工業会が取得した試験成績

として記載をさせていただいております。こちら、ＯＥＣＤ ＴＧ206に沿った試験が行わ

れておりまして、試験濃度としては０、250、500、1,000㎎/㎏餌となっております。こち

らにつきましては、最高濃度まで影響がみられないということから、ＮＯＥＣは1,000㎎/

㎏餌以上ということになっております。 

 続きまして、その下のほ乳類の生殖能及び後世代に及ぼす影響でございますけれども、

こちらもシリコーン工業会が取得した試験成績としまして、ラット吸入２世代生殖毒性試

験が行われております。こちらにつきましては、試験濃度０、30、70、160ppmで行われて

おりまして、最高濃度まで影響がみられていないということで、ＮＯＡＥＬについては

160ppm以上ということになっております。 

 12ページの判定案でございますけれども、生態影響に関してはいずれの試験についても

最高濃度まで影響がみられていないということから、第一種特定化学物質相当ではないと

いう判定案としております。 

 以上です。 

○林部会長  ありがとうございます。 

 構造の面から何かコメントはありますか。 

○石田委員  特にありません。 

○林部会長  ありがとうございます。 

 それでは、分解性、コメントをお願いします。 

○金原委員  分解性に関しましても、特にコメントはございません。難分解性で結構で

す。 

○林部会長  ありがとうございます。 

 では、蓄積性、お願いします。 

○大嶋委員  蓄積性も問題ありません。高濃縮性で結構です。 

○林部会長  ありがとうございます。 

 それでは、次に、人健康影響のほうで、変異原のコメントをお願いします。 

○本間委員  変異原性、遺伝毒性に関しましては、in vitroとして復帰突然変異試験、
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染色体異常試験、マウスリンフォーマ試験、姉妹染色分体交換試験が行われており、いず

れも陰性です。それに加えて、in vivoの試験として肝臓でのＵＤＳ試験及び小核試験が

行われています。こちらも全て陰性ですので、この剤に関しても変異原性はないと考えて

よろしいかと思います。 

○林部会長  ありがとうございました。 

 それでは、続きまして、反復投与毒性試験をお願いします。 

○広瀬委員  反復投与毒性試験につきましても、先ほどとほぼ同様の種類の試験セット

がありまして、生殖発生特性では実際の影響はないということと、がん原性試験につきま

しては高用量で子宮内膜腺がんが最高用量だけで有意に出ているということが多少の懸念

ということではあります。ただ、この影響について、ドーパミン作用性ということで、ヒ

トでの外挿性が余りないといった意見はあるところですけれども、それを十分サポートす

るほどの十分なデータがないということでＳＣＣＳではこれは毒性として一応評価してと

っている。その上で、ＮＯＡＥＬの算定を先ほどと同様に吸収率５％ということで、厳し

目の評価をして､さらにも閾値ある発がん性ということも加味して、数十㎎/㎏というＮＯ

ＡＥＬが設定できるということから、一特と評価するほどの毒性が人健康の観点であると

は思えないということで、先ほどと同様の評価ができると思います。 

○林部会長  ありがとうございました。 

 それでは、生態影響についてコメントをお願いします。 

○和田委員  鳥だけでお話ししますと、先ほど説明があったように、テストガイドの

206に準じて行っていて、餌に混ぜて1,000㎎まで影響がないということなので、これでよ

いと思います。 

○林部会長  ありがとうございました。 

 それでは、全体を通して何か追加のコメントはございますでしょうか。 

○青木委員  やはり、がん原性があるというところは、先ほど広瀬委員のほうからもご

指摘があったところなんですが、重篤な影響ということで、がん原性というのはやはり無

視できない影響だというふうに考えます。そういう中で、従来どの程度の値、用量があっ

たときに、例えば一特指定になったとか、そういうようなことは、どのような考え方でこ

の指定するほどの有害性はないというふうに考えられたのか、ちょっと考えを教えていた

だければと思うんですが。 

○林部会長  これは厚生労働省のほうからですか。 
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○厚労省  これまで、最近はあまりないのですが、10年ほど前に、多くの物質について

第一種特定化学物質相当であるかどうかというのをご審議いただいておりまして、そのと

きに、一定の毒性の出る用量というところで、一特相当であるかどうかというものの線引

きを先生方にしていただいておりまして、そのときに長期の毒性試験で、おおよそ20㎎/

㎏/day程度を線引きにされているような状況で、一特相当であるかどうかというところは、

既に指定されているものとの横並びをみて、先生方に最終的にはエキスパートジャッジと

いうところで評価いただいているところでございます。過去の物質では、その程度のもの

は、発がん性の懸念があっても一特相当ではないというふうに判断されたというところで、

必ずしもその数字が絶対の基準というわけではないですけれども、そういった前例がござ

います。なので、今回についても、そういった過去の評価を参考に、先生方にもそこと並

びをとったご評価がいただけたのかなというふうに考えております。 

○青木委員  ただ、やはりここの議論というのは、もともと化審法というのはそういう

工業製品の物質をどのように評価していくかというのは非常に大きな課題だったと思うん

ですね。例えば、少し勉強させていただいたのですが、このＤ５に関しては、多分この発

がん試験と並行してだと思うのですが、ラットの実験で体内の蓄積というのが現に起こっ

ていて、用量というか、暴露濃度依存的な蓄積が起こっています。ですから、そういう意

味で、動物実験で蓄積性というのは示されているのだと思うのですけれども、そういう中

で、やはり現在、高濃縮性のものに関しては、例えば簡単でもＰＢＰＫモデルを回増して、

それでヒトと同等濃度であるかどうかということの議論というのを現在はされているもの

だと思うのですが、それについてはどのようにお考えでしょうか。つまり、従来の考え方

としてそういうことをやっていないというのは一つの答えかもしれないのだけれども、私

は将来的にそういうことが必要なのではないかというふうに思うのです。いかがでしょう

か。濃縮性を考慮した有害性評価値の判定というのは必要なのではないかなというふうに

思うんですけれども、その点いかがでしょうか。 

○広瀬委員  まず、このＤ４、Ｄ５については、ＰＢＰＫの報告はあります。それをも

って、少なくともＰＣＢとか、そういった過去に一特になった物質のような生体内での蓄

積性はないという評価というか、判定がなされています。先ほどいったように、体内の代

謝でこれはメチル化ですぐに分解するということと、吸収したものの大半は呼気から数日

か数十時間以内に排出するというのがわかっていますので、もちろん長期投与で蓄積とい

うか、体内にはある程度たまりますけれども、少なくともダイオキシンとかＰＣＢとかと
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いうようにその蓄積量が時間とともにふえていくという物質ではないということ。今、青

木先生のおっしゃったように、先ほど私が問題提起したのですけれども、今まではそうい

う物質がＢＣＦが高い物質として上がってきたので、それを前提として毒性があるかどう

かというのをやっていたのですが、この物質についてはその一特対象物質として評価する

こと自体が私としては少し怪しいのではないかと思っているところです。それで、さらに

発がん性の懸念は確かにあるのですけれども、かなり高用量なので、総合的な判定として、

少なくともこの物質については一特ではないのではないかという判定には同意いたします。 

○林部会長  ありがとうございます。これは遺伝毒性も全くない物質なので。 

 ほかに。青木先生、よろしいですか。 

○青木委員  確かに、今の広瀬先生のいわれたことは、一特相当かどうかという議論に

関しては確かにそうかもしれないです。ただ、現実に、今度は、ちょっと先に議論になっ

てしまうのですけれども、監視化学物質としてどうするかという議論は次に残ると思うの

ですね。それに関して、例えば現実にがん原性の試験がみられて、しかもそれがいろいろ

議論はされているようだけれども、やはりヒトとラットと明らかに違ったメカニズムの発

がんの根拠が明確にあるわけではないという観点からすると、やはりここも、この物質に

関して一定の配慮というのは必要なのではないかなというふうに思います。これはちょっ

と私の意見でございます。 

 ですから、一特相当に関しては確かにそうかもしれないです。これで一特にするかどう

かに関しては同意いたしますけれども、では、今後この物質についてどういうふうに考え

て、化審法としてみていくのかというのは、ちょっとまた別の議論になるのではないかな

というふうに考えます。 

○林部会長  ありがとうございました。 

 ほかにご意見はございませんか。もしないようでしたら、12ページの冒頭の事務局案ど

おりの…… 

○青木委員  ただ、そこでなんですけれども、これだと監視化学物質相当でもなくなっ

てしまうのですけれども、それはいいのでしょうか、ということが先ほどいいたかったこ

となのですが。つまり、非常に構造が似ているＤ４は監視化学物質にし、続いては、先に

みてしまっていますが、Ｄ６も監視化学物質になっておりますですよね。そういう中で、

このＤ５というのを、では、私が先生方のご意見を伺ったところ、十分に有害性がないと

はいえないものではないかなと思います。ですから、やはり監視では私は残すべきなので
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はないかなと思うんですけれども、その点に関して、むしろほかの先生方のご意見をぜひ

伺いたいところなのですが、いかがでございましょうか。 

○林部会長  化審法的にはどういうふうな線引きがなされているんですか。 

○経産省  第一種特定化学物質かどうかを評価するためのヒト毒ですとか生態に関して

の必要な試験というのは規定されておりまして、今、先生のほうからもございましたけれ

ども、Ｄ４に関しては、生態のほうをみていただきますと「十分なデータがないため」と

記載しておりますし、Ｄ６に関しても、ヒトと生態に対して十分なデータがないというこ

とで、Ｄ５に関しましては必要なデータはそろっていると聞いておりますので、第一種特

定化学物質に相当するのか、そうではないのかということに関しては判定をしていただけ

るものと考えております。 

○林部会長  今の、人健康影響も生態影響のほうも、第一種相当ではないというのは、

もう皆さんのコンセンサスだと思うんですけれども、要するに監視化学物質にしなくても

いいのかというのが今の青木委員のご質問だったと思うんですけれども、それで、今のお

答えとして、人健康、生態影響、両方ともデータがそろっている場合には監視化学物質に

しないというのがこれまでやってきた方向であったという理解でよろしゅうございますか。

──その理解で良いということらしいのですけれども。 

○青木委員  ただ、そろっているといっていいのでしょうか。つまり、現実にがん原性

があるわけですよね。それはもちろん高用量だとかそういうことは問題として考えなくて

はいけないかもしれないけれども、現実に、この物質としてそういう性質があるというこ

とは実験的な証拠が明確なわけです。では、影響がないというふうに完全に否定し切るま

でのデータかどうかに関しては、私は疑問に思います。そこに関しては、ちょっと先生方

のご意見もぜひ伺いたいところなのですが。 

○林部会長  ほかにご意見はございますか。 

○経産省  ヒト毒に関しましては６種類の試験方法をみることになっておりますし、生

態影響に関しましては２種類の試験方法をみることになっておりまして、今回のＤ５に関

しましては、その必要な試験はそろっているという理解でおりますが、そこがまずそろっ

ているのかいないのかというところが問題なのかなと。そろっているのであれば、十分な

データがないということはないと思いますので、監視物質に指定することはできないので

はないかと。第一種特定化学物質でもないということであれば、今の一般化学物質に置い

ておくのが適当ではないかと思っておりますので、ちょっとその考えを踏まえて先生方の



 

- 14 - 

ご意見を聞いていただければと思います。 

○林部会長  ほかの委員の方で、どなたか。 

○吉岡委員  今の提案された問題点というのは、要は、今まで、毒性はないから別段規

制等にかかわらなくてもよろしいという考え方をこれまで化審法はとってきた。毒性には

かかわっていないのだけれども、自然の状態としては余りにも異常である、そういう状況

が起きたときに、何もしなくてもいいのかなというのが多分問題の提起の基本だと思いま

す。例えば、濃縮性が高くて環境生物の中に結構存在するのに、自然ではないのにそのま

までいいのかな、毒性がないからといって、高分子は全部流してもいいのかなという、そ

ういう問題である。この会議ではそこまではできないので、そうした問題を含んでいると

いうことで、今後の進め方の参考にしていただいたらいいかなというふうに思います。 

○林部会長  ありがとうございました。これは、今先生がおっしゃったようなところは、

宿題として今後もみていくというような形でよろしいわけですね。 

○髙月委員  最後に申し上げようと思っていたのですけれども、10月にストックホルム

条約のＰＯＰＲＣの会議がありまして、そのサイドイベントのところで、実は、北極評議

会がこのシリコーン化合物に着目しておりまして、北極圏での環境モニタリングを進めて

いるところです。さらに、これに関連する物質としまして、この物質は撥水性と撥油性が

非常にいいものですけれども、それとよく似たＰＦＯＳ、ＰＦＯＡ。これにつきましては、

ＰＦＯＳにつきましては既にＰＯＰｓになっており、ＰＦＯＡにつきましてもＰＯＰｓの

対象候補物質としてで次の作業に進んでおります。さらに、同じフッ素化合物で炭素数６

のフッ素化合物、これも次のＰＯＰｓの対象物質になりかねない。そうしますと、これら

が規制されてきますと、恐らくこのシリコーン化合物につきましてはかなり需要がふえて

くると思います。そういったことに対しまして、やはり工業会、もう既に国際的にこうい

ったシリコーン化合物につきましては環境中の挙動、そういったものに注目されて活動が

始まっているところですので、このいずれのシリコーン化合物につきましては産業界の協

力を得まして定期的なモニタリングをするなり、そういった今の法律にとらわれないとこ

ろで、将来この物質につきましては非常に重要な物質でもありますので、産業界の方と協

力しながら、その環境モニタリング、物質の規制、こういうところを取り込んでいくべき

ではないかというふうに考えております。 

○林部会長  ありがとうございました。ほかに。 

○菅野委員  その物質につける名前というか、ランクというのですか、それの範疇がち
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ょうどいいのがないからこういうことになっているのかもしれないのですけれども、Ｄ４

とＤ５、発がん性だけ比べると、やはりＤ５のほうが強いですよね。標的が同じで、用量

が少なくて、立派ながんができるのがＤ５だという、そういう側面もあるので、そこのと

ころをどういうふうに化審法で勘案するのか。ちょっとシミュレーションしていないもの

で、感覚的な意見に若干なっていますけれども、Ｄ５のほうがポテンシャルは高いようで、

子宮に対してはですね。ですから、髙月先生は別の面で重要だとおっしゃったのですけれ

ども、毒性の面からも、化審法の手順の中で何らかの調整ができるのかどうか、お教えい

ただきたいと思ったところです。 

○林部会長  これは、今の化審法の体系でいけば、この事務局案どおりにならざるを得

ないというふうには考えているのですけれども、一般になっても、それでずっと未来永劫

一般というわけではなくて、何か新しいデータ等、健康危害等を示唆するようなデータが

出てきたりすれば、また当然見直しがかかって、もっと正確なリスクアセスメントが行わ

れるというようなことにはなるので、今この事務局案どおりの判定になったとしても、全

く野放しになったというわけではないというふうには理解しております。 

 ほかはよろしいでしょうか。 

○青木委員  やはり、なかなかこういう審査というのは難しいとはいつも思っているの

です。けれども、やはり、ある意味見直しですよね。新しい情報が出るときとか、あとも

う一つが、新しい方法論というのもあると思うのです。方法論というか、例えば生体濃縮

についてもいろいろもっと、今までよりもより精緻な解析法が出てくるかもしれないし、

あと有害性のデータというのもＤ５に関しても出てくるかもしれない。だから、いつも新

しい情報をウオッチしていくということは必要だと思うんです。ただ、それをいつまでも

ウオッチしていても、それもいかがなものかと思うので、例えばＤ４とかＤ６の見直し、

新しく出てきますよね、恐らく。十分な情報がないということで今なっているわけだから、

例えば、そういうときにあわせてＤ５もみてみるとか。そういうことって例えばできない

かなと思うのですが、いかがなものでしょうか。 

○林部会長  その辺は、努力目標というような形では、お願いベースではできるかとは

思うんですけれども、化審法の中で、法体系の中でそれを実現しようというのは少し無理

があるのかなというふうに考えます。 

 そのほか、ご意見ございませんか。 

○大嶋委員  一応、高蓄積性であるわけですね。環境中から、東京湾とか幾つかデータ
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があるんですが、一応出てくるんですね。東京湾だと、ｼｼﾂ当たりで1,000を超えているも

のもあるんですね。これを、そのまま何も、では安全だからどうぞというのは、やっぱり

どうなのかなと。少しやはり監視をするなり何なり、そういうふうなことが少し必要では

ないかなと私は思うんですけれども。ですから、コメントとして、今後モニタリングは続

けてもらいたいというふうに私は思います。 

○林部会長  ありがとうございます。 

○髙月委員  ぜひ議事録に残していただきたいのですが、有害性の情報収集と、それか

らあと、新しいリスク評価の方法論、そういうものは積極的にやはりこのＤ５については

適用していただきたいなと、そういうふうに思う次第でございます。それに合わせて、見

直しが必要な場面には、それは果断にそういう判断をしていただきたいなというふうに思

う次第でございます。 

○林部会長  ありがとうございます。確かに、新しいものの導入というのも非常に重要

なことだとは思いますけれども、やはり公平に評価をするという意味でこういう法体系が

あるわけで、それを乗り越えてやろうとする場合には、やはりどうしてもお願いベースに

ならざるを得ないし、きょうこれだけ議論して、いろいろな問題点が出てきましたので、

工業会の皆さん等もこの議論をお聞きになっていると思います。それで、そういう中でい

ろいろ新しいデータ等が出てくれば、そのときにまた評価をするというようなことで締め

させていただきたいのですけれども、よろしゅうございますか。 

 それでは、12ページの冒頭にあります事務局案どおりの判定とさせていただきます。 

 では、続きまして、Ｄ６についてご説明をお願いします。 

○経産省  審査シートは20ページをごらんください。 

 分解性につきましては、先ほどのＤ４、Ｄ５と同じ傾向が分解度試験でみられておりま

すので、難分解性としております。 

 蓄積性につきましては、21ページ、既存点検結果の濃縮度試験結果がございます。ＢＣ

Ｆｓｓは第１濃度区で2,300倍、第２濃度区で4,000倍という結果になっております。第１

濃度区と第２濃度区のＢＣＦに濃度依存性が認められているため、より低濃度区で試験を

実施した場合はＢＣＦが上昇する可能性がございます。 

 また、取込期間においてはＢＣＦに上昇傾向が認められたため、ＢＣＦｋを算出したと

ころ、第２濃度区で5,000倍を超える値となりました。ＢＣＦｋの算出に当たっては、Ｏ

ＥＣＤのテストガイドラインや化審法のテストガイドラインには、まず逐次法によってＢ
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ＣＦｋを算出し、逐次法によるフィッティングが適切でないと判断される場合には同時フ

ィッティング法によって算出するということが規定されております。今回の試験におきま

しては、逐次法によるフィッティングと実測値との間に大きな乖離はないことから、逐次

法によるＢＣＦｋは適切と考えております。 

 なお、⑤番目のコメントですけれども、ＢＣＦｋの同時法と逐次法は、それぞれ２つの

ソフトウェアによって算出をしたのですけれども、⑤番の記載は、片方のソフトウェアだ

けを表した記載になっており、正確な表現ではなかったことから、削除するということで

修正をさせていただければと思います。 

 以上でございます。 

○厚労省  続きまして、人健康影響についてご説明させていただきます。 

 電子媒体でお送りしているものは情報が一部漏れておりましたので、先生方のお手元に

は一枚紙を別に配付させていただいておりますので、そちらをごらんいただければと思い

ます。 

 本物質につきましては、審査シート22ページに記載の試験成績がございましたけれども、

第一種特定化学物質に該当するかどうか判断するための十分な情報がないということで、

事務局案としましては、20ページに記載のとおり、十分なデータがないため判定できない

とさせていただいております。 

 以上です。 

○環境省  続きまして、生態影響についてご説明いたします。 

 22ページをごらんください。 

 鳥類の繁殖に及ぼす影響及びほ乳類の生殖能及び後世代に及ぼす影響、ともにデータが

ないということになっております。 

 それを踏まえまして、20ページ冒頭の判定案としまして、十分なデータがないため判定

できないとしております。 

 以上です。 

○林部会長  ありがとうございました。 

 構造はよろしいですか。 

○石田委員  特にございません。 

○林部会長  ありがとうございます。 

 それでは、分解性、コメントをお願いします。 
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○大嶋委員  分解性に関しましても特にございません。事務局案で結構です。 

○林部会長  ありがとうございます。 

 蓄積性をお願いします。 

○髙月委員  先ほど事務局からも紹介がありましたように、この物質の濃縮度試験、ま

だ濃度依存性が認められております。その中で一番低い濃度での第２濃度区、ここでのＢ

ＣＦｋによって求めております6,000倍が採用されておりまして、この試験からいえるこ

とは、6,000倍以上で高濃縮ということはいえますけれども、ＢＣＦの値としてはまだ確

定されておりません。したがいまして、もしリスク評価等が必要な場合、ＢＣＦを固定す

る必要がある場合には、再度試験をしたほうがいいのではないかなというふうに感じてお

ります。 

 もう一つ、別ですけれども、この物質につきましては実は吸着性が非常に強くて、また、

揮発性がすごく高いということ。ですから、一般の化学物質とちょっと異なった挙動がす

ることがありますので、環境中の挙動等につきましてはモニタリング等でしっかり追って

おいたほうがいいような物質だと思います。 

○林部会長  ありがとうございました。 

 人毒のほうで、変異原のほうはいかがでしょうか。 

○本間委員  変異原性に関しましては、Ａｍｅｓ試験、染色体異常試験にプラスして

vivoの小核試験が行われております。いわゆる３点セットという試験です。全て陰性です。

変異原性はないと考えられます。 

○林部会長  ありがとうございました。 

 それでは、反復投与毒性試験のほうをお願いします。 

○広瀬委員  反復投与毒性試験については、28日間の反復投与とReprotoxの試験しか、

この物質についてはありません。構造的には、Ｄ４、Ｄ５と似たような毒性かと想定でき

ますが、十分なデータがないということで、事務局案でいいと思います。 

○林部会長  ありがとうございます。 

 十分なデータがないということですけれども、生態毒性のほうも、これはそもそもデー

タがないので、十分なデータがないということになろうかと思います。 

 全体を通じて何かコメントはございますか。 

○大嶋委員  済みません、濃縮性ですけれども、髙月委員とほぼ同じ意見なのですが、

やはりこれ、Ｄ４とＤ６はタイサイズでネガティブな濃縮性を示すという論文が２つぐら
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いあるんですね。ですから、やはりここでＢＣＦｋ、生長を入れたパラメーターで補正を

して出している値のほうが適当だと私も思います。そういう意味で、高濃縮性という結論

で結構だと思います。やはりこの物質は非常に特異で変わっておりますので、いろいろな

知見を集めることが必要ではないかというふうに思います。 

○林部会長  ありがとうございました。 

○小山委員  特にＤ６ということではなくて、全体的なことで意見を申し上げます。 

 生態影響について、鳥類とほ乳類の長期毒性を評価されていらっしゃいますけれども、

本来ここでは水生生物に対する影響も新規化学物質で評価されているわけで、ぜひこの際、

この評価にも水生生物の影響評価というのを組み入れていただければというふうに思いま

す。 

○林部会長  環境省さんから何かコメントはありますか。 

○環境省  ご指摘ありがとうございます。水生生物についてということで、今まさに化

審法の法律上は高次捕食動物をみるということで規定されておりますので、この第一種特

定化学物質かどうかというところをみるのは、どうしても高次捕食動物になってしまって

いるということはございますので。ただ、蓄積性というのがそもそもあった上での判定と

いうことなので、そういう意味では生物濃縮を踏まえての高次捕食動物ということでみる

ことになっておりますので、水生生物については、それはそれでちょっとみてはいきたい

なとは当然思っておりますので、それも踏まえて今後対応していきたいと思っております。 

○林部会長  どうもありがとうございました。 

 では、ほかに。 

○小林委員  これも全体を通じてなのですけれども、今回の物質のように高濃縮で、あ

る程度、蓄積性はそれほどではないということですけれども、分解性が非常に低いもので

すので、例えば、ＰＦＯＳのように、蓄積しなくても分解せずに環境中に残存していくよ

うなことがないのかというような観点からも、モニタリングは今後注意していただけたら

と思います。 

○林部会長  ありがとうございました。 

 いろいろ全般的なご意見もいただいたところですけれども…… 

○環境省  モニタリングの要請についていろいろ指摘をいただいているところでござい

ますが、環境省のほうで化審法関連の物質の環境モニタリングをしておるので、これらの

物質についてもモニタリングをしていくように取り組んでいきたいと思います。 



 

- 20 - 

○林部会長  それは、Ｄ４、Ｄ５、Ｄ６、３種類ともということですか。 

○環境省  本日、その３物質を指摘いただいたので、それはできるように検討していき

たいと思います。 

○林部会長  ありがとうございます。 

 では、このＤ６について、ほかに何かコメントはございますか。もしないようでしたら、

まず、このＤ６のほうの判定をさせてください。20ページの冒頭にあります事務局案どお

りの判定とさせていただきたいと思います。 

 それで、何人かの委員からご意見をいただいたのですけれども、全体として何かもう一

言つけ加えておきたいというような委員の先生方がいらっしゃいましたら、どうぞ名札を

立てていただければと思いますが。よろしいですか。 

 それでは、今回の第一部はこれで終了したと思うんですけれども、事務局のほうから何

か追加のご説明なりをお願いいたします。 

○経産省  特段ございませんので、10分程度の休憩を挟みまして、第二部のほうに移っ

ていきたいと思います。４時35分より開始したいと思います。 

○林部会長  どうもありがとうございました。これで第一部を終了とさせていただきま

す。 

 また、第二部のほうは新規化学物質の審査等であり、企業情報が開示され、特定の者に

不当な利益もしくは不利益を与えるおそれがあるため、非公開とさせていただきます。傍

聴者の方におかれましては、退室いただきますようにお願い申し上げます。 

 では、委員の方は、35分からの開始となりますので、それまでにお席のほうに戻ってい

ただければと思います。どうもありがとうございました。 

                                 ――了―― 
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